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よりを受け取りました。施設一体化の計
画について、すでにかなりの保護者の間

にあたりましては、保護者の皆様をは
じめとする第四中学校区に関係する皆

で不安や疑問、反対意見が渦巻いていま
す。連携の理念やまちづくり計画もいい
のですが、多くの保護者が感じる抜本的

様のお声やご意見をお聞きしながら進
めていくことが重要であると考えてお
り、そのための手法の一つとして今回、

な疑問についての見解を示すことが大切
なのではないでしょうか。でなければ、ど
んなに魅力的な内容の構想や取り組みで
も、受け入れられる体制にはなりません。

「施設一体型小中一貫校だより」を発
刊することといたしました。
「基本構想」は、市としての現段階で
の考え方をお示ししているものであ

以下の質問について、できるだけ早い段
階で方針を示していただくようお願いい

り、実現にあたってどのような課題が
あるか、また、そのために必要な手法

たします。
①通学路の安全確保
新校舎がどこになるにしても、通学のた

等の検討を進めているところです。
通学路やグラウンド・体育館の使用、
子どもの居場所づくり等に関するご意

め阪急・JR ふたつの線路を超える必要が
でる児童が多数います。ご承知のように
朝の通学時間の踏切は待機時間も長く、
事故が起これば児童の誘導などの対応も
必要になります。施設一体型校創立の前
に線路の高架化および歩道橋の設置は必

見に関しましては、本市としましても、
より良い学校を考えていく上では重要
な課題として認識しており、今後、計
画の具体化にあたって検討してまいり
ます。また、頂きましたご意見につき
ましては、今後の検討の中で、できる

須事項ですが、その計画はどうなってい
ますか。

限り活かしていきたいと考えておりま
す。

②グラウンド・体育館の使用について
小中全生徒を収容する校舎の建設はさほ

今回の第１号では全ての考え方をお知
らせできておりませんが、今後、
「施設

ど困難ではないでしょう。しかし、体育館
やグラウンドについてはどうなのでしょ
うか。現在赤大路小学校のグラウンドは
赤大路校区内に公園が極端に少ないた
め、放課後地域に開放されています。
第四中学校のグラウンドはもちろん部活
動などで使用されています。また、赤大
路・富田両小学校とも学童保育に通う児
童が放課後使用しています。体育館も多
くの課外活動に活用されています。
これらの利用が施設一体化により制限さ
れてしまうのでは、他にどんなメリット
があっても補えないデメリットとなりま
す。
③学校跡の敷地利用について
施設一体型一貫校に移行した場合旧各学

一体型小中一貫校だより」の発刊等を
通じて、皆様と意見交換を行いながら、
良い学校ができるよう検討を深めてま
いりたいと考えておりますので、どう
ぞよろしくお願いいたします。

校の跡地はどうなるのでしょうか。公園
やグラウンドとなって地域のこども達の
ために利用されるのでしょうか。もしそ
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うであるなら、②の課題は多少なりとも
解消できるかもしれません。保護者には、
高槻市が資産価値が高い土地を運用する
ために学校をなくそうとしていると考え
ている人が多数います。
繰り返 しになりますが①～③ の質問
は、一貫校の理念や構想に先だった根本
的な課題です。これがクリアにならない
と、どんな素晴らしい構想も地域住民に
受け入れられず、反対運動やその対応に
各々がかなりの労力と歳月を費やすこと
になるでしょう。逆に上記がクリアにな
れば、前向きな議論が進められるのでは
ないでしょうか。なお、小中一貫校だより
においては、地域住民からの多様な質問
に答えるコーナーを毎回設けられるとい
いと思います。
上記の質問について、メールと「小中一
貫校だより」紙面にて誠実なご回答をお
待ちしております。
２

四中校区施設一体型小中一貫校につい
て富田小学校に統合と決定したと○○議

現在は、基本構想において市として
の考え方をとりまとめ、実現にあたっ

員のブログで知りましたが、保護者を対
象とした説明会や意見聴取が一切無いま

てどのような課題があるか、また、そ
のために必要な手法等の検討を進めて

ま決定したことはおかしいと思います。
本日学校にも問い合わせましたが学校側

いるところです。
その中で、校地については、基本構

は説明会等一切予定していないとのこと
でした。未だ文書での説明もなく、大変不
愉快です。
また富田小学校区に比べて赤大路小学
校区は人数が多く、距離的には問題ない
ものの、富田小学校に児童生徒が集中す
る場合、通学に大きな支障が出ます。特に
ニ学区間には２本の線路が通り、現在で
も踏切、迂回路共に大変混雑しています。
二線路共に混雑路線であり、短い時間に
数百人の児童・生徒が通学利用すること
はかなり安全面での問題があることは明
白です。
そして、赤大路小学校、第四中学校を廃
止した場合、例えば大規模居住地として
再開発された場合更に人口増となります

想の策定の中で、行政としての考え方
をお示ししたものですが、今後、様々
なご意見を丁寧にお伺いして、最終的
に判断したいと考えております。
また、校地選定についての考え方は、
今後ホームページや、今年度から発刊
することとしました「小中一貫校だよ
り」等でお示ししていきます。
意見聴取については、コロナ禍の中、
保護者や地域の皆様にお集まりいただ
く、いわゆる「説明会」の手法は、感染
リスクのため密を避けるという観点か
ら、現段階では開催は困難と考えてお
り、それに代わる手法として、広報誌・
市ホームページ・「小中一貫校だより」
等でのお知らせに加え、今後意見交換

が、その場合に再び小学校を新設する必
要も出かねないのではないでしょうか。
赤大路小学校区は工場が未だ多く、パナ

の場も設けてまいります。
通学路、跡地活用の件については、本
市としましても、よりよい学校を考え
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ソニックの工場の再開発に予定されてい
ます。その時に大規模マンションなどが
建てられたらさらに人口が増え結局小学
校をどうするのかという話が再び出るこ
とでしょう。
以上、保護者説明会、通学問題、再開発

ていく上では重要な課題であると考え
ており、どのようにしていくか、今後
適切な時期に検討してまいりたいと考
えております。

の課題についてどのようなお考えなのか
お聞かせください。
３

就学期の子どもがいますので、施設一
施設一体型小中一貫校の設置につい
体型小中一貫校の計画については強い関 ては、単に施設を一つにすることが目
心を持って、その行方を注視しています。 的ではなく、義務教育学校として、そ
先日配布されました小中一貫校だより
第２号を拝読しました。

の特徴を活かし、小中一貫教育の効果
をさらに高めていくための検討が必要

これまで取り組んできた連携型小中一
貫教育の成果を根拠として施設一体型小
中一貫校を設置する必要性が示されてい

であると考えています。
引き続き、ワークショップの様子や
意見なども含め、「小中一貫校だより」

ましたが３年間でこれだけ成果が上がっ
ているのでしたら今まで通り連携型小中
一貫教育を続けていく方がよいのではな
いかと感じました。そもそも小中学校９
年間の授業カリキュラムを検証するのな
ら最低でも９年間の検証期間が必要では

を通じて施設一体型小中一貫校に関す
る内容をお知らせしてまいります。

ないでしょうか。施設一体型小中一貫校
を作るとなると、子どもの学習環境が大
きく変化しますので、これまで積み上げ
てきた成果が台無しになってしまう可能
性もあるかと思います。単純に学校の敷
地面積だけをとってみても、一人ひとり
がゆったりと過ごすことのできる今の学
習環境があればこその成果だとも考えら
れます。そのようなこともあり、施設一体
型の学校を作れば今の学校現場が抱えて
いる課題が一挙に解決するような楽観論
には賛同しかねます。
もちろん、赤大路小学区から踏切を二
つ越えて通わなければならないこと、地
域の避難場所がなくなってしまうことな
ど言うまでもないことですが、気にかか
る問題は他にもたくさんあります。
７月から８月にかけて「新しい学校づ
くり」をテーマとしたワークショップを
実施されるということですがこれが施設
一体型小中一貫校に関する構想作りの一
環であるのならしっかりと公開して、内
容が公になるようにしてほしいです。あ

R3.7.30

第四中学校区施設一体型小中一貫校構想に関するご意見及びお問い合わせ
とから「小中一貫校だより」で一部抜粋だ
けを知らされるのでは保護者や子どもな
ど当事者は蚊帳の外に置かれている印象
が拭えません。
就学期の子どもをもつ当事者として、
施設一体型小中一貫校の計画について今
後とも意見を出させていただきます。よ
ろしくお願いいたします。
４

今回の富田地区まちづくり構想および
施設一体型小中一貫校の検討について、
地域に在住し、直接的に影響を受けるこ

本構想では、これまで本市で培って
きた連携型小中一貫教育の成果を踏ま
え、教育の質の一層の向上を目指し、

とになる４歳になる子どもがいることか
ら、これまでの各種資料等を多大な関心

施設一体型小中一貫校の設置に取り組
んでいます。実現にあたっては、地域

をもって拝読させていただいておりま
す。
先日はオープンハウスにも参加させて

住民の皆様のお声をお聞きしながら、
通学路だけではなく、様々な課題に対
し、どのような対策が必要かの検討を

いただきました。たとえばオープンハウ
スでのアンケートの内容などから明らか
ですが多くの問題が山積されている状態
にも関わらず、結論ありきで強引に進め
られている状況に非常に強い危機感を抱
いております。

深めてまいります。また、頂戴しまし
たご意見に関しましても、参考にさせ
ていただきます。

さまざまな観点から検討を進めていく
必要がありますが、ひとまず一際目立っ
ている問題について地域住民として、親
として、また専門家として気づいた点を
整理いたしました。
長文となってしまいましたが、よりよ
いまちづくり、よりよい教育の実現のた
めに、ぜひご参照いただければと思いま
す。よろしくお願い申し上げます。
【施設一体型小中一貫校教育の構想に対
する意見】
今次の提案は、富田地区まちづくり構
想と合わせて、地域に住む住民の生活、教
育や子育て、福祉等を大きく変えるよう
な、非常に影響力の高いものとなってい
ます。そのため、後述するようなさまざま
な問題や課題が各論として多数存在して
おり、どうしてもそれらに焦点を当てて
しまいがちですが、最大の論点はそもそ
もなぜ施設一体型にしなければならない
のかという点です。これまでの各種資料
を見ても、その必然性が明確に示されて
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いません。富田小学校一拠点にするとい
う提案が誰（どこ）から出てきたのか、な
ぜそうしなければならないのか（なぜ連
携型ではダメなのか）という点を、まずは
明確にするとともに広く合意が得られな
ければならないと思います。上述のよう
に論点をずらし、富田小学校一拠点化自
体が決定事項であるかのような進め方
は、地域住民の意思を蔑ろにし、地域を分
断する暴挙であると言わざるを得ませ
ん。繰り返しますが、まずは富田小学校一
拠点にするという提案が誰（どこ）から出
てきたのか、なぜそうしなければならな
いのか（なぜ連携型ではダメなのか）とい
う点を明示し、それに対して地域住民と
オープンな議論をしてください。
最大の 問題については上述し ました
が、地域に住み４歳の子どもを育ててい
る親として、また教員養成に携わる教育
心理学の専門家として、各種資料に対し、
各論として特に気になった点を以下に述
べます。
（１）通学路の危険
これまでの議会議事録や「施設一体型
小中一貫校だより」などを読み、校区が広
がることに伴う通学上の危険性について
実質的な検討が何もなされていないこと
に大きな不安を抱いています。
議員の方や地域の方からも既に質問や
指摘がなされている通り、富田小学校一
拠点化が実現すると現在赤大路校区に住
む児童は、JR と阪急２つの踏切を渡って
通学することが求められます。いずれの
踏切も、特に朝の登校時間帯は「開かずの
踏切」状態で既に地域において問題視さ
れています。そうした場所を越えさせよ
うとすることは危険を増やすだけです。
中にはこれらの踏切に加えて、交通量の
多い国道１７１号線まで越えなければな
らない子どももいます。つい最近も他県
において、飲酒運転が原因でトラックが
小学生の列に衝突するという事件があり
ました。こういった事件は仮に誘導の大
人がいたとしても防ぎようがなく、そも
そものリスクを減じる策を取るしかあり
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ません。
答弁や各種資料では構想策定後、計画
の具体化の段階で検討していくことが繰
り返し説明されており、それを持ってこ
の質問や不安に対する回答とされている
ように思います。しかし、この問題は、地
域の子育て世帯の最大の関心事の一つで
あると同時に、今回の富田地区全体のま
ちづくりを検討する際の中心的な問題で
もあるはずです。ぜひ構想段階から、どの
ように交通上の安全を確保していくかと
いうことについては、その具体的な方向
性も含めて検討していただきたいと思い
ます。現状においても地域の通学路上の
危険な場所については信号機の設置等の
声が出されているにもかかわらず、何ら
対応がなされていないことも聞いており
ます。一度構想が策定されてしまうと、計
画時点で合意が得られなくても無理に進
められてしまうことを危惧しています。
（２）子どもへの影響について
２０１６年度の小中一貫校の制度化以
降、さまざまな実践が行われ、それぞれの
立場から成果報告がなされてきていま
す。高槻市においても答申が出されてお
り、その中で肯定的な効果が報告されて
います。一方で、小中一貫校にしたことに
より、児童生徒の人間関係の固定化が進
んでしまうこと、教職員の負担軽減には
繋がらないことなどが、実践報告や研究
者による報告からは挙げられています。
今次の提案では、これまでの連携型か
ら施設一体型へと変更することが掲げら
れており、これまでの成果を一層高めつ
つ、見出されてきた課題を解消していく
ことが示されています。
「第四中学校区層
高めつつ、見出されてきた課題を解消し
ていくことが示されています。
「第四中学
校区施設一体型小中一貫校だより vol.
２」には、成果として以下の５項目が具体
的に挙げられていました。項目が具体的
に挙げられていました。
①全国学力・学習状況調査の結果が向上
②子どもの自己肯定感が向上
③不登校数（千人率）が全国平均を下回る
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④教職員の意識改革及び授業改善
⑤地域との協働関係の強化
①の全国学力・学習状況調査は確かに「学
力」を測定する指標の一つですが、それで
もやはり特定の観点に基づく特定の教科
に限った指標に過ぎず、近年特に重視さ
れている非認知的能力等も含めた学力向
上を主張するのに十分なデータが示され
ているとは言えません。また、②の自己肯
定感については、どのようなデータが根
拠となっているか不明です。③は比較的
客観的なデータですが、時代や社会の変
化に多大な影響を受けることから検証が
困難であるにもかかわらず、短期的なス
パンでの分析結果のみに依拠している点
には疑問が残ります。この点については
①②にも共通する問題です。そもそも教
育の効果を検証するためには、在学期間
中の学習や生活の状況のみではなく、卒
業後の進路等も検証指標に加える必要が
あります。研究開発学校に指定されてよ
うやく１０年ですが、検証が十分になさ
れているとは考えられません。さらに④
⑤もまた十分なデータが示されていると
は言えません。特に教員自身の自己評価
のみを根拠に意識改革や授業改善が達成
されたとするのでなく、児童・生徒の声を
聞いた上で考察する必要があると考えら
れます。
一方、連携型の小中一貫教育の実践を
通じて見出されてきた課題としては、以
下の４項目が具体的に挙げられていまし
た。
①９年間のカリキュラム編成
②小学校高学年での教科担任制の導入
③学校間の移動など時間確保が難しい
④教職員の負担感・多忙感
このうち、まず①②がなぜ連携型小中一
貫教育の課題として挙げられているの
か、論理的なつながりが見えません。どの
ようなデータや理由から、これらが施設
が分かれていることによる課題と言える
のか、施設一体型にすることでなぜ解消
できると言えるのか、具体的に示してい
ただきたいと思います。また、③について
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は、唯一「施設一体型小中一貫校でなけれ
ば実現できない」課題である考えられま
す。しかし、現時点における移動による負
担とは一体どれくらいのものでしょう
か。実際に第四中学校、赤大路小学校、富
田小学校で直接的に小中連携の企画等に
関わっておられた先生方がどのようにお
考えなのかが聞こえてきません。Covid１
９により ICT の活用が急激に進み、GIGA
スクール構想も前倒しで開始されていま
す。今後も教育の ICT 化は一層加速して
いくことが予想されますが、離れた学校
同士でもオンライン会議システム等を用
いて会議や打ち合わせを行うことは可能
です。子どもたちにだけ ICT 機器の使用
を促し、自分たちは使わないという状態
は整合性が取れていないのではないでし
ょうか。また、最後の④について、具体的
にどのような業務を減少させたり、効率
化させることが可能となるのかが示され
ておらず、全く説得力に欠ける主張とな
っています。そもそも教育改善と業務改
善は同義ではなく、業務改善と負担感・多
忙感の低減もまた同義ではありません。
これまでの成果にしても、見出されて
きた課題にしても、根拠となるデータや
具体的な例が示されていなかったり、妥
当性・信頼性が十分でないことに加え、論
理的な飛躍も多く、地域住民をはじめと
した関係者に丁寧な説明を行おうとして
いるようには思えません。
厳しい表現を用いてしまいましたが、
反対ありきで考えているわけではありま
せん。要するに、構想段階から地域住民を
はじめとする関係者とオープンな議論を
行い、きちんとした構想ができてから、具
体的な計画を策定するという真っ当な段
階を踏んだ議論をしていただきたいと思
っております。ぜひ誠実な対応をしてい
ただきたくお願い申し上げます。
５

先日、オープンハウス、拝見させていた
だきました。

オープンハウスについては、様々な
場を活用して周知してまいりました

この富田まちづくり、施設一体型小中
一貫校の設置については、赤大路ががが
らっと変わってしまう、とても大きな改

が、ご指摘を踏まえ、今後の進め方に
ついては留意してまいります。
また、今後も地域住民の方に向け丁
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革です。私たち住民にとっては大きな問
題です。
残念ながら、現状として、このまちづく
りについて多くの住民が知りません。知
る機会が少なすぎます。６月号のたかつ
き DAYS では、小中一貫校の候補地は載っ
ておらず、先日のオープンハウスでやっ
と場所を知ることができました。拝見し
ましたオープンハウスの内容は、たかつ
き DAYS７月号でも載せることができる内
容に思えましたが、なぜ多くの住民が見
るたかつき DAYS に載せずに、足を運べる
人が限られるオープンハウスのような場
所で候補地富田小学校を公表したのでし
ょうか？また、オープンハウスの開催に
ついて、７月号で住民に知らせることが
できたはずです。小中学生の保護者は、開
催の３，４日前に小中一貫校だよりで知
ることができましたが、ほかの住民がこ
のオープンハウスについて知るチャンス
がほとんどなかったように思えます。ど
うして、オープンハウス開催を、７月号に
載せることができなかったのでしょう
か？お答え願います。
小中一貫校だよりの内容とても大切で
す、小中一貫校とはどんな学校なのか、高
槻市が目指す小中一貫校での教育がどん
なものなのか、就園前、未就学児の保護者
も絶対に必要としていると内容だと思い
ます。でなければ、
「小中一貫校」という
名前となんとなくのイメージだけが先行
して、高槻市の教育に不安を感じざるを
得ません。たかつき DAYS に、毎月、まち
づくり、小中一貫校の記事を載せ、住民に
知らせていただきたい、富田地区には、住
民全体に記事を配布するなりして、きち
んと住民に知らせてほしいと思います。
さらには、オープンハウスの開催延長
もしくは、ワークショップの開催を増や
し、住民が意見を述べる場を作っていた
だきたく思います。
この構想の全体スケジュールを拝見し
ましたところ、７月に開催されるワーク
ショップ以降、パブリックコメントまで
の期間、住民が市から話を聞く場も、意見

寧な情報発信に努めるとともに、オー
プンハウスやワークショップに限ら
ず、様々な形でご意見をお聞きできる
よう検討していきたいと考えておりま
す。
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を述べる場も設けられていないのは非常
に問題だと思います。予定されているワ
ークショップは、参加できるのが PTA 執
行部や、ボランティアなど一部の保護者
です。ぜひ、住民全体に声をかけてくださ
い。また、オープンハウスはオンラインな
どで一般公開されることを希望します。
知りた いと思う住民が多いと 思いま
す、以上に関してよろしくお願いいたし
ます。
６

パネル展示にも参加しました。しかし

本構想では、これまで本市で培って

「小中一貫校だより」による分け隔てな
い告知ではなく、短時間のパネル展示に

きた連携型小中一貫教育の成果を踏ま
え、教育の質の一層の向上を目指し、

て初めて小中一貫校の施設候補地を富田
小学校と決定したと告知したことについ
て大変不愉快に感じております。

施設一体型小中一貫校の設置に取り組
んでいます。実現にあたっては、通学
路だけではなく、様々な課題に対し、

また先日配布された水害マップを拝見
しましたが柳川、寿永小学校などは完全
に水没する可能性があるようですね。
そのような危険な小学校を放置してい
る状態で災害に強い赤大路小学校、四中
を廃校とすることが本当に市として正し

どのような対策が必要かの検討を深め
てまいります。
また、安全・安心な学校づくりについ
ては、今後１０年間の高槻の教育の方
向性を示す「第２期高槻市教育振興基
本計画」でも、最重要取組として掲げ

い姿勢なのですか？寿永小学校では大阪
北部地震で痛ましい事故が起こり尊い命

ており、今後も子ども達が安全に、安
心して学校生活を営むことができるよ

が失われました。それに対して赤大路小
学校区は被害はほとんどなく古い建物で

う、安全確保に向けた取組を推進して
まいります。

さえ人が住めないほど崩れたものはあり
ませんでした。もちろん水害の危険性も
ほぼありません。
この水害が多発し、南海トラフ地震、上
町台地地震、有馬高槻断層が懸念される
中、市としてやるべきことがあるのでは
無いでしょうか？
少なくとも交通問題を無視して無理や
り危険性の高い道を通学路に定め、子供
たちを交通事故の危険性を晒すことより
も子供達をいかにして守るかが市政に求
められる行動では無いでしょうか。
寿永小学校の事故では高槻市は全国的
に汚名を轟かせました。
次に施 設一体化による交通事 故や柳
川、寿永などの災害脆弱地区放置による
児童の被害が起これば再び高槻市の名前
がどのように知れ渡ることになるか真剣
に考えていただきたいです。
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よって、水害、災害危険地区の小中学校
を放置してまで安全地帯にあり生徒数も
十分な赤大路小学校、四中を廃校とする
メリットについてと災害危険地区の小学
校を今後どのようにしていくのかという
ビジョンをお聞かせください。

