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＜学校区・地区図（R7～）＞

＜郡津１丁目の一部地域について＞

　 学 校 区：第一中学校区（～R7） ※R7以降（新）小中学校区

　 地  　区：郡津区

　 児 童 数：15人（R3.3.1時点）

　 生 徒 数：7人（R3.3.1時点）

　通学距離：至交野小学校敷地 約1km

　　　　　　至郡津小学校 約600m、至第二中学校 約650m

郡津１丁目の一部地域の学校区について

star13742
参考資料25



＜学校区・地区図（R7～）＞

＜私部西５丁目の一部地域について＞

 　学 校 区：藤が尾小学校区（第四中学校区）

 　地　  区：私部区

 　児 童 数：11人（R3.3.1時点）

　 生 徒 数：11人（R3.3.1時点）

　通学距離：至藤が尾小学校 約750m、至第四中学校 約1.1km

　　　　　　至交野小学校敷地 約2.1km

私部西５丁目の一部地域の学校区について

star13742
参考資料26
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学校区に関するアンケート調査 

市教育委員会では、現在、学校区と地区の境界が一致していない地域につい

て、将来に向けた望ましい学校区の検討を行っています。 

 そこで、郡津１丁目のうち長宝寺小学校区（第一中学校区）に指定されてい

る地域の学校区について、皆さまのご意見をお聞かせいただくため、アンケー

ト調査を実施します。 

別紙のアンケート調査票に必要事項を記入し、８月２６日（木）までに以下

までご提出ください。 

 子どもたちや地域の皆さまにも影響のある重要なアンケート調査ですので、

是非ともご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

＜提出方法・場所＞ 

 以下①～③のいずれかの方法で、ご提出ください。 

①フルレ交野（郡津１－１）内 

 右図の受付前（★）に設置の 

 提出箱に投函 

②持参 

③FAX 

 

※②、③の場合、提出先は下記 

 の「お問い合わせ」に記載の 

まなび未来課まで 

 

 

 

 

 

 

～ お問い合わせ ～ 

交野市教育委員会 学校教育部 まなび未来課 

交野市私部２－２９－１ （交野青年の家１階） 

TEL 072-810-8010 FAX 072-892-4800 

E-Mail  manabi-mirai@city.katano.osaka.jp 
 

詳細は、２ページ目以降に記載しています。 

フルレ交野 

長
宝
寺
小
グ
ラ
ウ
ン
ド 

★ 
出入口 
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＜アンケート調査の対象地域（望ましい学校区を検討している地域）＞ 

郡津１丁目のうち長宝寺小学校区 

（第一中学校区）に指定されている 

地域 

＜アンケート調査の目的＞ 

地域の皆さまのご意見をお聞かせ 

いただくこと。 

＜望ましい学校区の検討を行う理由＞ 

 学校区と地区の境界については、学校と地域の連携を考えると可能であれば

一致していることが望ましいと考えられます。 

しかしながら、郡津地区のうち、大部分の地域は郡津小学校区（第二中学校

区）ですが、一部地域は長宝寺小学校区（第一中学校区）であるなど、同じ地

区の中でも学校区が分かれていることから、現在、検討を行っています。 

＜考えられる学校区＞ 

郡津１丁目のうち長宝寺小学校区（第一中学校区）に指定されている地域の

望ましい学校区として、以下の①②を検討しています。 

① 長宝寺小学校区（第一中学校区） ※現状維持の場合 

② 郡津小学校区（第二中学校区） ※校区変更を行う場合 

＜郡津小学校区（第二中学校区）になる場合、何が変わる？＞ 

郡津１丁目１～３番、３７～４３番の地域が郡津小学校区になると、当該地

域の児童生徒の就学校や通学距離等が変わります。（⇒４ページの図） 

また、郡津地区は、全て郡津小学校区となり、学校区と地区の境界が一致し

ます。（⇒学校区と地区の境界は、３ページの図） 

＜仮に郡津小学校区になる場合、いつ校区変更される？＞ 

 仮に校区変更を行う場合は、第一中学校区に「（仮称）交野みらい学園」（施

設一体型の義務教育学校）が設置される令和７年度からの校区変更を検討して

います。その場合、校区変更対象地域にお住まいの児童生徒への就学上の配慮

をあわせて実施する方向で検討しています。（配慮の内容は現在検討中で未定） 

Q． 郡津１丁目のうち、 

長宝寺小学校区（第一中学校区） 

の地域とは？ 

A．郡津１丁目 

１番から ３番まで 

  ３７番から４３番まで 

の地域です。 

４ページに 

図があります。 
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＜これまでの学校区の変遷＞ 

 下図の黒丸で囲っている“郡津１丁目１～３番、３７～４３番”の地域は、

平成５年度までは郡津小学校区でしたが、当時、この地域周辺でマンション開

発等があった影響で、児童生徒数が増加する見込みとなり、児童生徒数の平準

化等を考え、平成６年度から長宝寺小学校区（第一中学校区）に校区変更され

ました。 

 

■ 郡津１丁目周辺の学校区と地区の境界図（R7～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤字：地区の名称 

赤線：地区の境界 

薄赤色の地域： 

R7～（仮称）交野みらい学園（施設一体型の義務教育学校）の学校区 

R4～６ 交野みらい小学校（交野小学校と長宝寺小学校の統合校）の学校区 

薄青色の地域： 

郡津小学校区（第二中学校区） 

郡津１丁目 １～ ３番 

     ３７～４３番 

＜注意＞ 

上図は、現在の学校区のままとした場合の色分けです。 

校区変更をする場合には、黒丸で示している地域は、薄

青色の郡津小学校区になります。 
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① 長宝寺小学校区（第一中学校区） ※現状維持の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 郡津小学校区（第二中学校区） ※校区変更を行う場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長宝寺小学校 

郡津小学校 

R7～ （仮称）交野みらい学園 

（現、交野小学校敷地） 

郡津小学校区 
（第二中学校区） 

交野小学校区、長宝寺小学校区 
（第一中学校区） 

郡津 1 丁目 １～ ３番 
     ３７～４３番 

郡津 1 丁目 １～ ３番 
     ３７～４３番 

郡津小学校 

第二中学校 

郡津小学校区 
（第二中学校区） 

通学距離 
約 1.0km 

通学距離 
約 600m 

通学距離 
約 650m 

①②とも赤線は、
学校区の境界 

交野小学校区、長宝寺小学校区 
（第一中学校区） 



学校区に関するアンケート調査票 

 

アンケート提出方法：以下①～③のいずれかの方法で、ご提出ください。 

①フルレ交野内１階受付前に設置の提出箱に投函 

          ②持参（交野市私部 2-29-1 交野青年の家 1F  

まなび未来課まで） 

          ③FAX（072-892-4800） 

アンケート回収期間：令和３年８月１２日（木）～８月２６日（木） 

※アンケートは１つのご家庭に１枚の配布としています。 

※コピー等は行わないでください。コピーがあった場合は無効扱いとします。 

 

問１ ご回答いただいている方について、当てはまるものに「○」をつけて下 

さい。＜複数回答可＞ 

   １ 現在、長宝寺小学校又は第一中学校に就学しているお子様がいる 

   ２ 現在、小学校就学前のお子様がいる 

   ３ 「１」「２」には該当しない 

 

問２ あなたがお住まいの地域（郡津１丁目のうち１番～３番、３７番～４３ 

番）について、望ましいと思う学校区を選んでください。 

＜１つだけ＞ 

   １ 長宝寺小学校区（第一中学校区） 

※現在の学校区のままがよいと思う方はこちら 

   ２ 郡津小学校区（第二中学校区） 

     ※郡津地区全体が、郡津小学校区がよいと思う方はこちら 

   ※長宝寺小学校区は、令和７年度には、施設一体型の義務教育学校 

「（仮称）交野みらい学園」の学校区となります。 

 

 裏面に続きます 

→ 問３へ 

→ 問４へ 



問３ 問２で「１ 長宝寺小学校区（第一中学校区）」を選ばれた方にお伺いし 

ます。「１」を選ばれた理由について、当てはまるものに「○」をつけて 

下さい。＜複数回答可＞ 

   １ 「（仮称）交野みらい学園」に就学する方がよいと思うから 

   ２ これまでの校区コミュニティを維持した方がよいと思うから 

   ３ その他（以下の枠内に、ご記入ください。） 

 

 

問４ 問２で「２ 郡津小学校区（第二中学校区）」を選ばれた方にお伺いしま 

す。お住まいの地域を郡津小学校区（第二中学校区）に校区変更する場 

合、子どもたちに必要だと思う配慮について選んでください。 

＜複数回答可＞ 

   １ 長宝寺小学校又は第一中学校に就学している児童生徒については、

校区変更後も、校区変更前に就学していた学校に引き続き就学でき

るようにすること（転校しなくてもよいようにすること） 

   ２ 校区変更の影響で、きょうだいで就学する学校が異なることがない 

ように配慮すること 

   ３ その他（以下の枠内に、ご記入ください。） 

      

 

 

 

問５ 望ましい学校区や校区変更に関することについて、ご意見・ご要望があ 

れば、ご記入ください。 

 

 

 

 

アンケートは以上です。最後までご回答いただきありがとうございました。 



【集計結果】学校区に関するアンケート調査
　●アンケート配布先
　　郡津１丁目１～３番・３７～４３番の全住戸（１住戸につき１枚の配布）

【 問２ 】
　●配布部数　２９７部 回答数 回答割合
　　※居住者がいないと思われる住戸にも、ポストに入る場合には配布した。 6 50.0%
　　　 6 50.0%
　●回収数　６０部

問１　ご回答いただいている方について、当てはまるものに「○」をつけて下さい。
　　　＜複数回答可＞

回答数 回答割合
7 11.3%
9 14.5%

46 74.2%
【 問３ 】

問２　あなたがお住まいの地域（郡津１丁目のうち１番～３番、３７番～４３番）について、
　　　望ましいと思う学校区を選んでください。＜１つだけ＞ 4 67%

1 17%
回答数 回答割合 1

20 38.5%
32 61.5% 【 問４ 】

問３　問２で「１　長宝寺小学校区（第一中学校区）」を選ばれた方にお伺いします。 3 50%
　　　「１」を選ばれた理由について、当てはまるものに「○」をつけて下さい。＜複数回答可＞ 3 50%

2

8 40%
10 50%
6 【 問２ 】

回答数 回答割合
問４　問２で「２　郡津小学校区（第二中学校区）」を選ばれた方にお伺いします。 14 35.9%
　　　お住まいの地域を郡津小学校区（第二中学校区）に校区変更する場合、 25 64.1%
　　　子どもたちに必要だと思う配慮について選んでください。＜複数回答可＞

6

問５　望ましい学校区や校区変更に関することについて、ご意見・ご要望があれば、ご記入ください。 【 問３ 】

回答数 4 29%
15 8 57%

3

【 問４ 】

15 60%
17 68%
4

↓選んだ人の割
合回答数

↓選んだ人の割
合回答数

回答数
↓選んだ人の割

合

69%

回答数

↓配慮が必要だ
と思う人の割合

↓配慮が必要だ
と思う人の割合

回答数

回答数

名

　　　自由記述

　１　「（仮称）交野みらい学園」に就学する方がよいと思うから
　２　これまでの校区コミュニティを維持した方がよいと思うから
　３　その他（自由記述）

　３　その他（自由記述）

名

　１　長宝寺小学校又は第一中学校に就学している児童生徒については、
　　　校区変更後も、校区変更前に就学していた学校に引き続き就学できるよう
　　　にすること（転校しなくてもよいようにすること）

21

22
　２　校区変更の影響で、きょうだいで就学する学校が異なることがないように
　　　配慮すること

　３　その他

　１　転校しなくてもよいようにすること
　２　きょうだいで違う学校にならないように
　３　その他

　１　現在、長宝寺小学校又は第一中学校に就学しているお子様がいる
　２　現在、小学校就学前のお子様がいる
　３　「１」「２」には該当しない

　１　長宝寺小学校区（第一中学校区）
　２　郡津小学校区（第二中学校区）

↓配慮が必要だ
と思う人の割合

66%

　３　その他

　１　長宝寺小学校区（第一中学校区）
　２　郡津小学校区（第二中学校区）

保護者、未就学児童保護者 13

　　地域住民 46

　１　「（仮称）交野みらい学園」に就学する方がよい
　２　これまでの校区コミュニティを維持した方がよい
　３　その他

　１　転校しなくてもよいようにすること
　２　きょうだいで違う学校にならないように

　１　長宝寺小学校区（第一中学校区）
　２　郡津小学校区（第二中学校区）

　１　「（仮称）交野みらい学園」に就学する方がよい
　２　これまでの校区コミュニティを維持した方がよい

50%50%

問２

１ 長小（一中）

２ 郡小（二中）

36%

64%

問２

１ 長小（一中）

２ 郡小（二中）

（問１で「１」「２」の方）

（問１で「３」の方）

回答者属性別集計

※スペースの都合で簡略化して記載しています

※スペースの都合で簡略化して記載しています



【集計結果】学校区に関するアンケート調査 自由記述欄の意見 

問３ 「３ その他（以下の枠内に、ご記入ください。）」のご意見 

  ※問２で望ましい学校区として「１ 長宝寺小学校区」を選ばれた方が、そのように 

回答された理由の、自由記述欄 

【保護者、未就学児童保護者】 

・新しい学校に今の仲間たちと一緒に行くことを子ども自身とても楽しみにし

ています。親としてもそうなればいいなと思っています。来年度より交野小

学校と合流し、友だちが増えますが、新校舎への移転時に一部の子どもだけ

が残り郡津小学校へ行くのも寂しい気がします。 

・転校させたくないから。本人もそう望んでいるから。 

 

【地域住民（保護者、未就学児童保護者以外）】 

・今、校区を変更する積極的な理由がない。 

・小学校までの距離が近いため（安心） 

・そもそも小中一貫校に反対である。 

 

問４ 「３ その他（以下の枠内に、ご記入ください。）」のご意見 

※問２で望ましい学校区として「２ 郡津小学校区」を選ばれた方が、校区変更する 

場合、子どもたちに必要だと思う配慮についての自由記述欄 

【保護者、未就学児童保護者】 

・通学面の安全性。郡津小学校だと交通量も少なく、親として近い方が安心で

す。 

・就学前、転入者に常に最新情報を公開していただきたい。（市のＨＰなどあま

り見ない。もっと受動的な状態でもわかるように、共有方法を考えてほしい。）

来年度からでも新就学児（小中学校共）の希望校区の調整、配慮をしてほし

い。令和 7 年度からでは遅いと思う。「転校しなくてもよい期間」について、



長めで設定してほしい。 

 

【地域住民（保護者、未就学児童保護者以外）】 

・校区変更後、数年間は各家庭の状況や事情をくみ、就学する学校を柔軟に決

定できるようにすること 

・校区変更はするが過渡期においては各家庭の事情、希望により選択可能にす

るのが望ましい。 

・ご家庭や児童の考えも考慮して、学校は自由に選択できる期間があってもい

いのではと思います。 

・子どもの意思を尊重できるようにしてほしい 

・問 4 の「１」は希望制度にしたらいいと思います。（現在の在校生に限り） 

・郡津小学校が近い。通学が危なくない。 

・第一中より第二中の方が近いから（フルレからだと）中学生になると荷物が

増えカバンが重くなり部活で帰宅時間が遅くなるため。 

 

問５「望ましい学校区や校区変更に関することについて、ご意見・ご要望があ 

れば、ご記入ください。」のご意見 

【保護者、未就学児童保護者】 

・信号のない横断歩道や歩道のない狭い道など不安があります。安心して通学

できるようにお願いいたします。新校舎への移転時、私の子どもは 3 年生、

5 年生と成長しており、おそらく長い距離を歩くことも可能かと思いますが、

新 1 年生が郡津から歩いていくには負担が大きいのではないか心配です。今

後入学してこられるお子様のためにも、校区を見直し、近くの学校（郡津）

に行くことも検討が必要なのかなとも思います。きょうだいで学校が異なら

ないように配慮しながら移行措置期間をもうけるなどして、適切な学区割り

をお願いします。特に、梅が枝方面の方は郡津小を通り越して新学校へ行く

ことになるので。 

・校区的には、今の状態は不自然なので、郡津の方が近いし、よいかと思いま

すが、これから就学を控える家庭の意見の方が重要かと思います。ただ、う

ちの子は現在、就学中で転校させるのはかわいそうなので、第一中学校区で



継続したいと思います。しばらくの間選択できると良いかも（在学中の子が

いる場合） 

・これ以上、子供達が増えることも少ないように思うので、郡津 1 丁目の区域

は変更する方が良いと思います。 

・来年度より入学する児童からどの学校に入学するか選択できるようにしてい

ただきたいです。 

・理想を言えば郵便局前の歩道幅を広げる。セブンイレブン前に信号か横断歩

道をつける。市役所～交野小までに歩道を確保していただけるとありがたい

です。中道もありますが、人通りが少ないかなと思います。 

 

【地域住民（保護者、未就学児童保護者以外）】 

・元より学校区と地区（自治会）が一致しておらず各行事において不都合な点

が多々あった。この機会に本来の校区とするのが適切である。 

・私たちの地域は（住所が）郡津なのにすごく少人数（世帯）だけ郡津小学校

ではなく、様々な不都合がありました。この機会に、郡津小学校区にするこ

とが未来にも良い影響を与えると思います。 

・郡津区の校区変更だけではなく、交野みらい学園になり、通学距離が長くな

る所は要望が出されたときなどは、ある程度弾力的に校区変更を認める方向

性を出してほしい。 

・選択制にしたらどうですか。（好きな学校に通える） 

・政府は少人数学級を推奨している。近隣の市は小中一貫校の建設を見直して

いる。などの事案があることを市はどう考えているのか。25 年前の物議を・・・

「今更」の感がある。 

・本当はこれまでの校区コミュニティを維持するために、長宝寺小学校区のま

まを希望したいのですが、将来的には「（仮称）交野みらい学園」に通うこと

になるのであれば、それには反対という思いがあるので、郡津小学校区の方

を希望します。 

・「フルレ交野のこども達の交野みらい学園での教育」と「学校区と地区の境界

の一致」とを天秤にかければ前者の方が格段に重いのは自明の理。何をいま

さら平成 6 年から 28 年間放置していた事案を新しい素晴らしい学校に行け

るこの時期にわざわざ持ち出すのか、常にこどもの教育を第一に考えてくれ



る交野市教育委員会の言うこととは思えない。フルレ交野のこどもに対する

差別、排除ともとられかねないと思う。ぜひとも、フルレ交野のこども達を

入学させてあげてください。お願いします。 

・①②いずれの場合でも（特に①現状維持の場合は）通学路の歩道整備が必要

と思います。 

・郡津区でありながら、郡津小学校に通えないこと、長年問題になっていまし

た。この機会に、ぜひ正していただきたく思います。小中一貫校には大反対

ですので、余計かもしれませんが・・・。 

・子供達が就学前には郡津区に住んでいるので、郡津小から二中に通えたら良

いのにと思っていました。でも、今、子供達が長宝寺小から一中に通ってい

たら友だちや環境が変わるのはかわいそうなのでそのままで良いと思った

と思います。だから、問２で２としたけど正直複雑。徐々に郡津小から二中

にしていく感じで今通っている子供さん達は選択制が良いのでは。 

 

 

 

 


