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第 4 回 宝塚市教育環境審議会 議事録(概要) 

 

日時：令和 4 年(2022)年 1 月 24 日(月) 15:30～17:30 

場所：宝塚市役所 2－4・2－5 会議室 

出席委員：伊藤委員、川上委員、藤本委員、岡田委員、長澤委員、福住委員、田村委員、 

橋本委員、神崎委員 ※敬称略、順不同 

欠席委員：佐藤委員、田上委員 

傍聴希望者：なし 

 

１ 開会 

事務局   <開会のあいさつ> 

      <委員交代による委員の紹介> 

      <出席 9 名、欠席 2 名により会議成立。傍聴希望者は無し> 

２ 議事 

会長   それでは議事に入る。諮問事項 1(本市の小学校と中学校における通学区域の設定（調

整・整合等）について)に係る答申案について、事務局より説明をお願いする。 

事務局   <資料 1「宝塚市立小学校及び中学校における通学区域の整合と義務教育学校（小中

一貫校）の取組について」(答申案）に基づき説明> 

委員   1 ページの(2)、「不登校やいじめ等の問題行動等が増加」とあるが、不登校といじめを

並列で記載することに疑問がある。この書き方だと不登校に対する配慮が足りない。不

登校は問題行動ではないことから、ゴール設定が変わってくる。不登校の子ども達に寄

り添ったゴールに行きつくよう表現を考えていただきたい。 

会長   そのあたり配慮をお願いしたい。 

文章中、「児童生徒」と「生徒」の整理が必要である。また、3 ページの最後のあたり

に「厳格な対応」とあり、少しきつい表現になっている。検討してもらいたい。 

委員   以前、校長会との話し合いの中で、不登校について中学校 1 年生になった時の大幅な

増加は認識していないと伺った。答申案では大幅に増えると記載されている。数字がわ

からないと人によって認識が異なり、あいまいな状態になる。議事録でも校区が複雑な

場合に不登校が増えているとあった。そのあたりの数字を知りたい。 

会長   全国的な状況と宝塚市の状況について書き分けがあった方が良い。 

委員   不登校の定義が年間 30 日以上ということで、不登校の予備軍というか、そのようなと

ころにも配慮した表現があった方が良い。 

会長   そのあたりも考慮してもらいたい。 

委員   諮問 1 が通学区域の整合についてだが、答申では、具体的な校区を示すのではなく、

全体的な方向性を示し、その方向性に基づき検討を進められたいという内容で良いか。 

事務局  通学区域は非常にデリケートな問題である。まずは答申で通学区域の整合に係る大き

な方向性を示していただきたい。その後、市がその考え方に基づき実情に合わせた基本

方針を策定する。地域ごとに状況が異なるため、各地域にあった校区の整理の仕方を考

え、実施計画なるものを策定して着手するという段階を踏みたいと考えている。 

委員   答申に取り組みのロードマップを記載しておく方が良いか、答申を受けて教育委員会

からロードマップを示すという形にするのかについてはいかがか。 

事務局  審議会の委員の任期は今年 6 月までであり、それまでに答申をいただくことになる。
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その後、基本方針、実施計画を隙間なく策定する。答申にロードマップを記載するよう

検討する。 

会長   諮問事項 1 の答申案で小中一貫教育の必要性を記載しており、諮問事項 2 の項でも同

じことが記載されるのではないか。第 1 回会議から小中一貫教育が必要なので通学区域

の整合をという流れであった。答申では諮問事項 1 と 2 で分けずに義務教育学校の取り

組みを目指して、通学区域の整合を図るというように一本化してはどうか。 

委員   その方が良い。議論の流れは、小中の連続性が必要で、現状を見るに校区の接続の状

況があまり良くないので、整合を図ろうというものだった。答申の内容で諮問事項 2 の

答えを後ろにまとめるというより、後ろに散らして記載するのはどうか。取り組みが必

要だとの話は諮問事項 1 の答えより前に書いて、具体的ないくつかある小中一貫のやり

方の話が出てくる。その話が諮問事項 1 の答えの後ろに続くような流れの方がまとまっ

ていて読みやすい。 

事務局  今後の議論を含めて、答申案の前後に小中一貫教育を含めながらまとめていく。 

委員   諮問事項 1 の目的は、不登校や問題行動の減少か。 

事務局  それも含めて中一ギャップを減らしていくことや、小中学校の環境変化を緩和し、段

差を少しでも無くして、小中学校を滑らかに接続していくのが目的である。 

委員   子ども達にとって小中学校を滑らかに移行できるのは良いこと。ただ、不登校につい

て、それで解決するとは思えない。西宮市での特色ある教育など、先進的に実践してい

る例があるが、不登校児への対応など、どのように考えているか。 

事務局  小中一貫教育は全国で取り組みが始められており、色んな効果や実績がある。本市で

は小中連携はしているが一貫教育まではできていない。中一ギャップによる不登校は少

し減少するかもしれないが、その他の要因による不登校が解消されるかというと、100％

解消されるとまでは言えない。小中一貫教育を行うと、教職員にも 9 年間を一体的に捉

えるという考えが深まる。校区の地域資源の特色を含めて、教育の方向性を太くつなげ

ていくことが大切である。不登校の減少や学びの部分など、各校区の特色を踏まえた教

育の方向性は教職員がしっかり話し合いをしないと生み出せない。 

会長   9 年間を 1 つのまとまりとして、一人ひとりの子どもの育ちを支えていくということ

もぜひ答申に入れていただきたい。 

委員   前回までの会議で、小学校から複数の中学校へ進学することで人間関係や環境が変わ

り、心機一転やりなおそうと考える子どももいるとの意見があったが答申で触れられて

いない。小中一貫教育は賛成だが、不登校の減少だけでなく 9 年間を 1 つにすることの

必要性を書いていただきたい。 

事務局  小学校６年でリセットできる良さもあり、それも十分踏まえた上で検討する。 

委員   この会議の所管事項に通学区域の弾力的運用がある。事情がある場合は学校を選択で

きるという意味か。かつて宝塚市で学校選択制が審議された上で無くなったと聞いた。

小中学校がつながっている方が良い子とそうでない子がいる。西宮市では特色ある学校

が出来てきた中でモデルケースとして校区を超えて通学している子どもがいる。事情が

ある子どもが通学する学校を選択できる制度はどのように考えるか。 

事務局  かつて本市でも２学期制と学校選択制について検討した。このあたりでは当時川西市

も導入したが、一部の校区で隣接する学校に児童数の 5%以内など制限を設けるなど、校

区が抱える事情も踏まえた制度があると聞いた。通学区域の弾力的運用は、校区は指定

した上で、事情がある児童生徒が違った校区への通学を希望される場合には協議して認
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めることもあれば、反対に今の校区でということもある。自由選択ではないが、状況に

応じて区域外通学を認めている。 

委員   小学校 6 年間でリセットという話はわからなくはないが、小学校６年間が終わるまで

待たないといけない、その他の学年でリセットしても良いのではとの話になる。それは

小中一貫というより、通学学校の変更についての話であると思われ、大きな仕組みの話

というより、別の仕組みをどう運用するかという話である。 

事務局  答申でそのような内容についても触れるよう検討する。 

委員   事情があれば通学区域を変更できることについて、知らない保護者が多いのではない

か。制度を保護者が知るようにできれば良い。 

委員   答申案では、小中連携の良いことばかり書いている。今の不登校の話や事情がある場

合に校区を変更できるということを書くことが大切である。小中の切れ目だけでなく、

色んな事情に対応した仕組みがあることを書いてもらいたい。 

会長   それでは、他になければ次の議題、諮問事項 2(本市における教育環境について（義務

教育学校（小中一貫校）の取組）)についての審議に移る。 

事務局  ＜資料 3「小中一貫教育の概要」に基づき説明＞ 

委員   通学区域の整合はどのように進めていくのか。 

事務局  本市の場合は、旧の町村単位である良元村、宝塚町、長尾村、西谷村があり、そのよ

うなブロックに分けて着手していくような形になる。 

委員   これまで小中一貫教育を中山台地域と西谷地域でとの話があったが、校区が複雑でな

いため、校区の複雑化による不登校の増加の話はあてはまらない。次の段階で校区が複

雑化している地域で取り組むと思うが、モデルケースでの実践の結果で次に進むか後戻

りするか判断すると思うが、どのように評価するのか。 

事務局  現在は各学校で児童生徒アンケート、保護者アンケート、教職員の内部評価も含めて、

学校評議員がいる学校であれば評議員を中心に学校評価を行っている。本市のコミュニ

ティスクールは、年度末で 20 校ほどになる予定だが、学校評議員にもう少し地域の方に

参加いただき、教育目標や計画、アンケート結果を踏まえて意見をいただくコミュニテ

ィスクールを増やそうと検討している。その評価を教育委員会でも検証する必要がある

と考えている。 

先行して 2 校で取り組む校区の良さを生かした小中一貫教育について、他の校区で考

えられるメリットや課題とその対応方法もあわせて検討した上で、全市展開をしていき

たい。モデルケースで実践し、次に校区の整合ができる地域へと順に取り組み、そこで

の情報も共有しながら展開していく。校区によって取り組みのスピードは異なるので、

できるところから広げていくという形になる。旧の町村単位を考慮し、子どもを中心に

据えながら、通学区域の整合に取り組みたい。 

委員   この審議会の話があってからだいぶ時間が経っている。コロナで 1 年以上会議を開催

していないが、この取り組みの期間はどのように考えているか。10 年なのか、さらなる

期間を考えているのか。取り組み期間を踏まえて答申をつくらないといけいない。 

事務局  通学区域の変更の話は、総論的には賛成いただけるが、それぞれの地域で具体的な話

をすると反対される傾向にある。順に着手することになるが、まずは全市的な考え方を

整理して大きな方向性を持ち、本市の教育の理想の形を踏まえて地域に入って話ができ

ればと考えている。児童数など学校の規模や地域の状況により着手できる時期や必要と

なる期間は異なる。小規模の地域では、具体的な計画策定後から着手して 5 年ぐらいの
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期間が一般的だと思われる。大規模な地域では子どもの数が減るのを待つことなどが必

要だと考えられ、10 年くらいかかるケースもあると思われる。そのため、取り組み期間、

計画の期間としては 10 年程度だと考えている。 

会長   次回の会議では具体的な効果やデメリット等を出してもらいたい。 

委員   小学校 6 年間、中学校 3 年間を変えない併設型の小中一貫教育で、小中のつなぎの工

夫ができれば校区の整理がなくとも早期に取り組めるが、教育のやり方が大きく変わら

ないため中一ギャップの解消にどれほど効果があるか不明だ。中一ギャップの解消の好

事例が集まると良いが。義務教育学校のような形で学年を５・４制や４・３・２制でと

なると、校区の整理が必要となる。中一ギャップは小と中で大きく環境が変わることが

1 つの原因だと言われている。５・４制で５と４で環境が大きく変わり、そこでギャップ

ができる。４・３・２制では段階が１つ増え、例えば、４で全てを学級担任制、３で教科

担任制を取り入れていき、２で全て教科担任をとすれば、変化を緩和できる。５・４制

についても、５と４で変わる要素と、６と３で変わる要素を上手く学校生活の中でミッ

クスして、少しずつ変わるようにすることはできる。しかし、そうなると、校区の整理、

小中の接続を整理しておく必要がある。接続の工夫をしたいと思えば思うほど、校区の

整理をしないとなかなか進まないことになる。一方で早く制度を導入するために、６・

３制として教育課程の表だけ、書類上の一貫として整理をしても良くない。早期にとい

うこととしっかりしたものを導入することについて、両方を一度にというのは難しい。 

どこでやめるかで踏み込み方を変えていくという方法もある。大きく制度を変えるの

は大変なので、６・３制で併設型小中一貫教育を始めて、2 つのモデルケースに取り組み

ながら、少しずつ、一歩ずつ深めていく。取り組めるところから始めてみるという考え

方もできるのではないか。これまで義務教育学校や小中一貫校を見た中で、４・３・２

制はすごく良いと感じている。非常につなぎがスムーズになる。しかし、課題もあり、

例えば、学校組織を整えるのが大変で、小と中の先生は働き方のスケジュールも異なる。

職員室が一緒になると、お互いに大変さが伝わり、調整もスムーズにいくとのことであ

った。また、４・３・２制では、校長は 1 人だが、教頭を 3 人にして、管理職 4 人の枠

はそのままで、うまくやれていると聞いた。一長一短あるが、宝塚市だと、学校の規模

がそれぞれであり、地域の事情や学校の状況にあわせてどのタイプが良いのかというこ

とを柔軟に考えていく方が現実的である。 

事務局  西谷地域と中山台地域の学校では少し性格が異なる。西谷は一つの敷地の中に校舎が

併設されている。中山台地域は中山五月台中学校と統合して開校する中山台小学校に距

離的な問題があり、仮にその校舎を義務教育学校で使うと校舎は 2 つになる。西谷では

校舎が連続しており、できることを工夫しながら検討を進めたい。一方、中山台地域で

仮に施設分離型となった場合の管理職の配置は、校長1人と教頭3人の配置となるため、

校長がいない学校には副校長を置くことで運営できるのではと考える。 

委員   義務教育学校のメリットや課題など、宝塚市の実情に合わせた資料をお願いしたい。

他市での成功事例なども含めて、もう少しわかりやすい資料はできないか。 

事務局  もう少し踏み込んだ内容のものを次回お出しさせていただく。 

委員   学校でタブレットが配られているが、より有効に活用できないか。現状あまり活用さ

れておらず、対応が遅い。コロナ禍で元気だけど学校に行くことができない子どももい

る。タブレットをより活用することで、小中一貫教育でも別の施設の先生の授業を受け

ることができる。 



5 

 

委員   他市では一日オンラインで授業をやっている例も聞く。これからの教育において、タ

ブレットなどを活用し、子ども達には世界をまたにかける人になってもらいたい。タブ

レットをより活用していただきたい。 

事務局  タブレットは、国のギガスクール構想のもとコロナもあって、本市では今年度から全

員に配布した。各学校では、タブレットを活用して効果的な授業をすることをベースと

している。子どもが出席できない時につながれる環境を確保するため、全学校で接続実

験を行い、そのような状況をつくっている。各学校の取り組みの中で、授業配信までい

かずとも、オンラインで朝の会での健康観察や課題の提供などから始めてはということ

を市から伝えている。ただ、環境によってはタブレットがつながらないご家庭もある。

ルーターの貸し出しも行っているが、電話なども含めて工夫をしながら連絡をする必要

がある。効果的に活用できていない学校には、市からも話をしていく。 

委員   国のギガスクール構想や現在の学習指導要領では、予測のつかない時代に子どもが自

分で情報を得て、自分で考えて課題を解決できるように、また、言葉を使うのと同じよ

うにデータや端末を使うことができるように教育を行うということが目的にある。小中

一貫教育の導入を含めて、市の教育のビジョンが見えてこない。ビジョンが明確になれ

ば、取り組む理由がわかりやすくなる。現状、学校がタブレットを積極的に使うかどう

かは、校長の裁量 1 つに委ねられているところがある。それはメリットでもありデメリ

ットでもある。予測のつかない今の時代において、10 年前の 1 年と今の 1 年では情報の

伝わり方や時代に合った良いやり方などが大きく変わってくる。その中で、ロードマッ

プを組み、軌道修正しながら取り組む必要がある。コロナでも柔軟に対応した市町村が

あり、そのような柔軟さが必要となる。 

会長   皆さんよろしければ、その他に移るが、何かあるか。 

委員   コロナの状況により会議をオンラインとすることを検討してもらいたい。 

会長   それでは、本日の審議を終了する。 


