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久喜市教育委員会令和３年４月定例会 

 

開催月日 令和３年４月２２日（木曜日） 

開催場所 久喜市教育委員会 会議室 

開会時刻 午後１時３０分 

閉会時刻 午後２時５０分 

 

久喜市教育委員会令和３年４月定例会議事日程 

第 １ 署名委員の指名 

    書記の指名 

    会議時間の決定 

第 ２ 前回会議録の承認 

第 ３ 教育長報告 

    ア 令和３年２月定例議会市政に関する質問（教育委員会関係）について 

    イ 令和３年２月定例議会提出議案・議決結果（教育委員会関係）について 

    ウ 久喜市立小・中学校学区等審議会の答申について 

    エ 久喜市立江面小学校の設置に係る検討結果について 

    オ 久喜市公共施設個別施設計画の策定について 

    カ 久喜市教育委員会表彰について 

    キ 久喜市教育委員会会計年度任用職員の採用について 

    ク 久喜市立小・中学校学校運営協議会委員の任命について 

第 ４ 議事 

    議案第２１号 久喜市教育委員会会計年度任用職員の採用について 

    議案第２２号 久喜市教育委員会所管の委員等の委嘱又は任命について 

    議案第２３号 久喜市立学校給食センター条例の一部を改正する条例について 

    議案第２４号 久喜市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則に 

           ついて 

    議案第２５号 久喜市教育委員会事務局組織規則及び久喜市教育委員会の権限に 

           属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則につい 

           て 

    議案第２６号 久喜市立上内小学校を休校とする方針（案）について 

第 ５ その他 

    次回定例会について 

配布資料 議案書、議案参考資料、教育長報告 

会議の公開・非公開 一部非公開（人事案件、個人情報を含む案件、審議・検討等情報のた

め） 



 

- 2 - 

教育委員 

出席委員 ５名 

  教育長  柿 沼 光 夫       教育長職務代理者  榎 本 英 明 

  委 員  諸 橋 美津子            委 員  山 中 大 吾 

  委 員  小野田 真 弓 

 

欠席委員 なし 

 

事務局 

  教育部長       野 原   隆 

  教育部副部長     吉 澤   勉 

  参事兼教育総務課長  榊 原 俊 彦 

  参事兼指導課長    川羽田 恵 美 

  参事兼中央公民館長  須 田   諭 

  学務課長       関 口 智 彰 

  学校給食課長     折 原   誠 

生涯学習課長     坂 東 勝 則 

  文化財保護課長    堀 内 謙 一 

  スポーツ振興課長   鈴 木 洋 寿 

   

  教育総務課 

  課長補佐兼係長    森 田 和 美 

  担当主査       関 口 慎 吾 

 

傍聴者 なし 
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               午後 １時３０分 

    ◎開会の宣言 

○教育長（柿沼光夫） 皆さん、こんにちは。 

  市内の幼稚園、小・中学校は、コロナ対策を十分講じた上で入園式、入学式、始業式が

行われ、令和３年度がスタートいたしました。 

また、江面第一小学校と江面第二小学校の統合により、新たに開校しました江面小学校

は、４月８日に簡略化したものとなりましたが、開校の式を行いまして、順調にスタート

することができました。ご理解とご協力いただきました保護者や地域の皆様、統合に関わ

っていただいた皆様方に感謝申し上げます。 

  今年は、ＧＩＧＡスクール元年とも言われますが、各学校ともＩＣＴを活用した令和の

時代にふさわしい教育の実現ができることを期待しているところでございます。 

  新型コロナウイルス感染症対策のため、過日埼玉県が蔓延防止等重点措置をさいたま

市及び川口市に適用いたしました。今後も厳しい状況が続きますが、コロナウイルスの感

染防止に努めてまいりたいと考えております。 

  それでは、早速ですが始めさせていただきます。 

  ただいまの出席者は委員４名と私を含め５名であります。地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第 14条第３項の会議開催の規定にございます教育長及び在任委員の過半

数の出席予定を満たしておりますので、これより久喜市教育委員会令和３年４月定例会

を開会いたします。 

    ◎開議の宣告 

○教育長（柿沼光夫） これより直ちに本日の会議を開きます。 

    ◎議事日程の報告 

○教育長（柿沼光夫） 本日の議事日程につきましては、あらかじめ委員各位のお手元に配

付したとおりでございます。 

    ◎会議録署名委員の指名 

○教育長（柿沼光夫） 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

  会議録署名委員は、久喜市教育委員会会議規則第 22条第２項の規定により、教育長に

おいて指名をさせていただきます。 

  本日は、榎本委員と諸橋委員にお願いをいたします。 

    ◎会議録作成者の指名 

○教育長（柿沼光夫） 会議録作成者は、教育総務課、関口担当主査にお願いいたします。 

    ◎会議時間の決定 

○教育長（柿沼光夫） 会議時間につきましては、本日の日程が全て終了するまでといたし

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 
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  よって、本日の日程が全て終了するまでといたします。 

    ◎前回会議録の承認 

○教育長（柿沼光夫） 日程第２、前回会議録の承認を求めます。 

  令和３年３月 19 日に開催いたしました令和３年３月定例会の会議録につきましては、

あらかじめ委員の先生方のお手元に配付したとおりでございます。 

  お手元の会議録にご異議ございませんでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  よって、会議録につきましてはご承認をいただきました。 

    ◎教育長報告 ア 

○教育長（柿沼光夫） 日程第３、教育長報告でございます。 

  報告事項につきましては、お手元の日程のアからクの８件でございます。 

  初めに、ア、令和３年２月定例議会市政に関する質問（教育委員会関係）についての報

告でございます。 

  報告の内容につきましては、教育部長よりご説明いたします。 

  教育部長。 

○教育部長（野原隆） それでは、教育長報告ア、令和３年２月定例議会市政に対する質問

（教育委員会関係）につきましてご説明申し上げます。 

  お手元の教育長報告資料の１ページから 17ページにかけて、教育委員会に関する質問

事項とその要旨、質問に対する答弁をそれぞれ掲載してございます。 

  質問者は全体で 21名おり、うち教育委員会に関する質問者は 11名でございました。 

  質問の概要につきましては、多い順から、久喜市公共施設個別施設計画に関するものが

３件、食育などの学校教育に関することが２件、医療的ケア児、発達障がいのある児童生

徒等への対応に関することが２件、学校幼稚園と保護者間の連絡手段のデジタル化に関

することが１件、小・中学校大規模改造に関することが１件、新学校給食センターに関す

ることが１件、生涯学習に関することが１件、市民のＩＣＴ活用の推進に関することが１

件、スポーツに関することが１件、文化財に関することが１件、公共施設予約システムに

関することが１件でございます。 

  本来であれば、一つ一つの質問内容とこれらに対する答弁内容につきましてご説明申

し上げるべきところではございますが、事前に資料を配付させていただいていますこと、

また時間も限られておりますことから、個別の説明につきましては省略させていただき

たいと存じます。 

  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○教育長（柿沼光夫） ただいまの報告に対しまして、ご質問をお受けいたします。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） ご質問なしとの声がありましたので、質問を打ち切ります。 
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    ◎教育長報告 イ 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、イ、令和３年２月定例議会提出議案・議決結果（教育

委員会関係）についてのご報告でございます。 

  報告の内容につきましては、教育部長よりご説明いたします。 

  教育部長。 

○教育部長（野原隆） それでは、教育長報告イ、令和３年２月定例議会提出議案・議決結

果（教育委員会関係）につきましてご説明申し上げます。 

  お手元の教育長報告資料 18ページをお開きください。２月定例議会へ上程された議案

のうち、教育委員会に関係する議案につきましては、久喜市議会の議案番号第２号及び第

９号、第 26号、第 28号、第 40号、第 41号の合計６件でございます。 

  この議案６件のうち、第２号及び第９号、第 26号、第 28号につきましては、令和３年

３月 17日に原案のとおり可決いただき、またその他の議案につきましても、議会最終日

の令和３年３月 30日に全て原案のとおり可決をいただいたという内容でございます。 

  また、市長部局の人事案件として、議案第 42号 久喜市教育委員会教育長の任命につ

いて及び議案第 43号 久喜市教育委員会委員の任命についての２議案が上程され、令和

３年４月１日以降の次期教育長として柿沼教育長を引き続き任命することについて、ま

た令和３年５月 21日以降の次期教育委員として諸橋委員を引き続き任命することについ

て議会の同意をいただいたことをご報告させていただきます。 

  以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○教育長（柿沼光夫） ただいまの報告に対しまして、ご質問をお受けいたします。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） ご質問なしとの声がありましたので、質問を打ち切ります。 

    ◎教育長報告 ウ 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、ウ、久喜市立小・中学校学区等審議会の答申について

のご報告でございます。 

  報告の内容につきましては、学務課長よりご説明をいたします。 

  学務課長。 

○学務課長（関口智彰） それでは、教育長報告のウ、久喜市立小・中学校学区等審議会の

答申についてご説明申し上げます。 

  教育長報告の 19ページをお開きください。久喜市立上内小学校の休校措置等に係る答

申でございます。同校は、令和２年 10月１日現在の１年生が４人、２年生が３人と小規

模化が著しく、学校の教育活動に様々な課題が生じており、令和２年 12月９日に同校の

保護者から早急に小規模化を解消するため、休校措置等による鷲宮小学校への通学を求

める等の要望書が提出されているところでございます。 

  こうした小規模化の状況を早急に解消する必要があることから、上内小学校の休校措

置等について、令和３年３月５日に久喜市立小・中学校学区等審議会に諮問し、審議を行
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っていただきました。その結果、こちら答申書のとおり、上内小学校を令和４年４月から

休校とし、上内小学校区の児童が鷲宮小学校に通学できるよう対応することが望ましい

との答申をいただいたところでございます。 

  なお、本件につきましては、今定例会におきまして後ほど議案第 26号 上内小学校を

休校とする方針（案）についてとして議案を提出させていただいておりますので、そちら

でご審議をお願いできればというふうに考えております。 

  報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（柿沼光夫） ただいまの報告に対しまして、ご質問をお受けいたします。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） ご質問なしとの声がありましたので、質問を打ち切ります。 

    ◎教育長報告 エ 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、エ、久喜市立江面小学校の設置に係る検討結果につい

ての報告でございます。 

  報告の内容につきましては、学務課長よりご説明いたします。 

  学務課長。 

○学務課長（関口智彰） それでは、教育長報告のエ、久喜市立江面小学校の設置に係る検

討結果についてご説明申し上げます。 

  教育長報告の 20ページをお開きください。久喜市立江面第一小学校と久喜市立江面第

二小学校の統合による新校設立準備委員会では、令和元年５月 27日に発足して以降、計

８回の会議を開催し、学校関係者を代表とする委員による熟議を重ねた結果、別添の報告

書を作成いたしまして、久喜市立小・中学校の統廃合に伴う新校設立準備委員会設置要綱

第２条の規定に基づき、令和３年３月 22日付で教育長宛てに報告をされたものでござい

ます。 

  それでは、恐れ入りますが別添の久喜市立江面小学校の設置に係る検討結果報告書、こ

ちらでございますが、こちらの報告書に基づきましてご説明をさせていただきたいと存

じます。 

  検証結果報告書の１ページをお開きいただきたいと存じます。初めに、（１）、名称につ

いてでございます。名称案は、委員による投票を実施した結果、久喜市立江面小学校とな

りました。なお、久喜市議会におきまして、久喜市立学校設置条例の一部を改正する条例

を既に可決いただきまして、名称については正式に決定をされたところでございます。 

  次に、（２）、通学区域についてでございます。江面小学校の通学区域は江面第一小学校

と江面第二小学校の通学区域を統合するものといたしました。なお、この通学区域につき

ましては、久喜市教育委員会におきまして規則の改正案を既にご議決いただき、正式に決

定をされておるところでございます。 

  次に、（３）、通学方法についてでございます。樋ノ口・原・除堀地区に居住する児童の

通学方法は、スクールバス２台により原・樋ノ口ルート及び除堀ルートの２路線を運行す
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ることといたしました。 

  次に、（４）、学校教育目標等の方向性についてでございます。江面小学校では、両校の

これまでの伝統や理念を受け継ぎまして、学校教育目標の方向性として、「進んで学ぶ子」

「仲よくいたわり合う子」「健康で明るい子」、また目指す学校像の方向性として「夢と希

望を持って学び合う学校」とされたところでございます。 

  それでは、報告書の２ページを御覧ください。（５）、校章及び校歌についてでございま

す。校章及び校歌につきましては、江面小学校において子どもたちの意見や提案などを踏

まえながら、学校運営協議会などで検討の上、校章や校歌を推薦するとされたところでご

ざいます。 

  なお、こちらの準備委員会からは、校章及び校歌を検討する場として、（仮称）久喜市

立江面小学校校章・校歌検討委員会を設置することが本報告書の中で提案されていると

ころでございます。 

  次に、（６）、体操着等の学用品についてでございます。体操着及び通学帽などは、校章

が制定されるまでの間は各学校で使用していたものに加え、交渉がプリントされていな

いものについても使用できることとされております。また、名札につきましても、校章が

制定されるまでの間は縦書きで校名が記された用紙を配付し、使用することとしたとこ

ろでございます。 

  次に、（７）、行事予定及び日課表についてでございますが、令和３年度の江面小学校の

行事予定及び日課表等は、こちら資料の後半のほうにつけてございますので、後ほどごら

んいただければと存じます。 

  次に、（８）、教育課程についてでございます。令和３年度の江面小学校の教育課程は、

所定の期日までに教育委員会に提出する予定でございます。 

  続きまして、報告書の３ページを御覧ください。（９）、学校運営協議会についてでござ

います。両校におけるこれまでの学校運営協議会の活動状況等を踏まえ、江面小学校にお

いても学校運営協議会を設置するとされているところでございます。 

  次に、（10）、ＰＴＡについてでございます。両校のＰＴＡは、学校の廃止に伴いまして、

令和３年３月末までに解散の総会を行い、江面小学校の開校後に新設に係る総会を開催

するものでございます。 

  次に、（11）、放課後子ども教室についてでございます。放課後子ども教室ゆうゆうプラ

ザは、両校の実施委員で協議し、新たに（仮称）えづらっ子ゆうゆうプラザとして活動す

る予定としております。 

  次に、（12）、放課後児童クラブについてでございます。放課後児童クラブは、従来の久

喜市立江面児童クラブが江面小学校の学童保育について対応するものとなっております。

なお、従来の同クラブの施設は大変狭かったため、昇降口の一部を改修し、令和３年２月

１日から運営をしているところでございます。 

  最後に、これまでの会議等の開催経過や委員名簿の資料につきましては、次ページ以降
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に掲載をしておるところでございます。 

  報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（柿沼光夫） ただいまの報告に対しまして、ご質問をお受けいたします。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） ご質問なしとの声がありましたので、質問を打ち切ります。 

    ◎教育長報告 オ 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、オ、久喜市公共施設個別施設計画の策定についての報

告でございます。 

  報告の内容につきましては、教育総務課長よりご説明いたします。 

  教育総務課長。 

○参事兼教育総務課長（榊原俊彦） 教育長報告オの久喜市公共施設個別施設計画の策定に

つきましてご報告させていただきます。 

  別冊、久喜市公共施設個別施設計画及び本日お配りしました追加資料を御覧ください。

本計画につきましては、アセットマネジメント推進課主導の下、作成されたものでござい

まして、令和３年１月の定例教育委員会にてパブリックコメント前の素案を教育長報告

させていただいたところでございます。本年３月に同計画が策定されましたので、改めま

して教育委員の皆様に本計画についてご報告をさせていただくものでございます。 

  それでは、市民からの意見募集を経まして、久喜市公共施設個別施設計画案から変更と

なりました箇所につきまして、教育委員会に関する部分のご説明をさせていただきたい

と思います。 

  計画書の 73ページ、74ページ、併せまして別添追加資料を御覧ください。74ページ、

（３）、個別施設の方向性と取組時期のうち、ナンバー１の中央幼稚園の取組内容が変更

となっております。１月定例教育委員会でお示ししました計画案では、第１期の 2022年

に中央幼稚園の新入園児の募集を停止する計画となっておりましたが、公立幼稚園の必

要性や閉園に対する意見が数多く寄せられました。市の考えといたしましては、民間活用

による機能提供が可能であることから、民間譲渡を進める考えがある一方、中央幼稚園及

び栗橋幼稚園の集約については、現在通園している園児の弟さんや妹さんの入園希望の

関係や集約に関する考えをお伝えし、ご理解いただく時間などを踏まえ、中央幼稚園にお

いては 2022年に新入園児の募集を停止するのではなく、第１期中に栗橋幼稚園への機能

を集約する取組内容に変更されたものでございます。 

  また、中央幼稚園の集約化、除却の時期及び栗橋幼稚園の集約化の時期につきましても

計画案では 2025年となっておりましたが、第１期計画の後期に変更されております。 

  その他教育委員会に関係する箇所については、計画案と変更はございません。 

  報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（柿沼光夫） ただいまの報告に対しまして、ご質問をお受けいたします。 

  榎本委員。 
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○教育長職務代理者（榎本英明） これだけ計画を延ばしても、建物のほうは大丈夫なので

しょうか。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） 中央幼稚園を所管しております学務課のほうからお答えさせてい

ただきます。 

  建物につきましては、耐震化の診断等、建物自体はかなり古いものなのですが、非常に

良好な結果が出ておりまして、今回第２期の平成 25年から後期に延長するという期間に

ついては、全く問題がないものというふうに考えてございます。 

○教育長（柿沼光夫） ほかにございますか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） ご質問なしとの声がありましたので、質問を打ち切ります。 

  次の教育長報告カにつきましては、個人情報を含む案件でありますことから、教育長報

告キ及びク、議案第 21号、議案第 22号につきましては人事案件でありますことから、ま

た議案第 23 号及び議案第 24 号につきましては審議、検討等情報でありますことから、

会議を公開しないこととさせていただきたいと存じますが、いかがでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  よって、これより会議を非公開といたします。 

               〔これより非公開とする〕 

○教育長（柿沼光夫） 暫時休憩いたします。 

               午後 １時５１分  休  憩 

 

               午後 １時５１分  再  開 

○教育長（柿沼光夫） 再開いたします。 

    ◎教育長報告 カ 

○教育長（柿沼光夫） それでは、カ、久喜市教育委員会表彰についての報告でございます。 

  報告の内容につきましては、教育総務課長よりご説明いたします。 

  教育総務課長。 

               〔非公開案件につき省略〕 

    ◎教育長報告 キ 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、キ、久喜市教育委員会会計年度任用職員の採用につい

ての報告でございます。 

  報告の内容につきましては、教育総務課長、担当課長よりご説明いたします。 

  教育総務課長。 

               〔非公開案件につき省略〕 

    ◎教育長報告 ク 
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○教育長（柿沼光夫） 続きまして、ク、久喜市立小・中学校学校運営協議会委員の任命に

ついての報告でございます。 

  報告の内容につきましては、指導課長よりご説明いたします。 

  指導課長。 

               〔非公開案件につき省略〕 

  以上で教育長報告を終了いたします。 

    ◎議案第２１号 

○教育長（柿沼光夫） 日程第４、議事に入ります。 

  初めに、議案第 21号を上程し、これを議題といたします。 

  議案書の１ページを御覧ください。 

議案第 21号について提案理由の説明を求めます。 

  教育部長。 

〔非公開案件につき省略、全員の賛成により原案どおり可決〕 

    ◎議案第２２号 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、議案第 22号を上程し、これを議題といたします。 

  議案書の３ページを御覧ください。 

  議案第 22号について提案理由の説明を求めます。 

  教育部長。 

〔非公開案件につき省略、全員の賛成により原案どおり可決〕 

    ◎議案第２３号 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、議案第 23号を上程し、これを議題といたします。 

  議案書の９ページを御覧ください。 

  議案第 23号について提案理由の説明を求めます。 

  教育部長。 

〔非公開案件につき省略、全員の賛成により原案どおり可決〕 

    ◎議案第２４号 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、議案第 24号を上程し、これを議題といたします。 

  議案書の 11ページを御覧ください。 

  議案第 24号について提案理由の説明を求めます。 

  教育部長。 

〔非公開案件につき省略、全員の賛成により原案どおり可決〕 

  これをもちまして会議の非公開を解きます。 

               〔非公開を解く〕 

○教育長（柿沼光夫） 暫時休憩いたします。 

               午後 ２時２６分  休  憩 
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               午後 ２時２６分  再  開 

○教育長（柿沼光夫） 再開いたします。 

    ◎議案第２５号 

○教育長（柿沼光夫） それでは、議案第 25号を上程し、これを議題といたします。 

  議案書の 13ページを御覧ください。 

  議案第 25号について提案理由の説明を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（野原隆） 議案第 25号 久喜市教育委員会事務局組織規則及び久喜市教育委

員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則についてにつき

まして提案理由の説明をさせていただきます。 

  久喜市教育委員会事務局組織規則及び久喜市教育委員会の権限に属する事務の補助執

行に関する規則の一部を別紙のとおり改正することについて議決を求めるものでござい

ます。 

  議案の内容につきましては、教育総務課長よりご説明申し上げます。 

○教育長（柿沼光夫） 教育総務課長。 

○参事兼教育総務課長（榊原俊彦） それでは、議案第 25号 久喜市教育委員会事務局組

織規則及び久喜市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正

する規則につきましてご説明申し上げます。 

  議案書の 13ページ、14ページ、併せまして議案参考資料の５ページ、６ページを御覧

ください。このたびの一部改正につきましては、令和３年５月から鷲宮総合支所に教育委

員会事務局を移転するため、必要な例規の改正を行うものでございます。 

  初めに、久喜市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則についてでございま

す。議案参考資料の５ページを御覧ください。右側が現行規則、左側が改正案でございま

して、第２条、教育委員会事務局の位置を鷲宮総合支所の位置であります久喜市鷲宮６丁

目１番１号に改正するものでございます。 

  次に、久喜市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正す

る規則についてでございます。議案参考資料の６ページを御覧ください。現在本規則の規

定により、教育委員会が提出する事務の一部、具体的には学務課が所管する就学援助制度

の申請、指定校外就学に関する申請、入学準備金、奨学金貸付制度の申請等の受け付け及

び教育委員会への取次ぎを本庁にございます総務部庶務課環境経済・教育分室の職員、各

３支所総務管理課の職員が補助執行しておりますが、教育委員会事務局が鷲宮総合支所

に移転することに伴いまして、鷲宮総合支所総務管理課の職員による補助執行が不要と

なりますことから、第２条の表左欄の補助執行させる職員のうち鷲宮総合支所総務管理

課の職員を削除するものでございます。 

  また、第２条の表右欄には補助執行させる事務を記載しておりますが、現行規則の表現

をより分かりやすく表記するため、左側改正案の第２条右欄のとおり、補助執行させる具
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体的事務の内容に改正するものでございます。 

  最後に、附則でございます。この規則は、令和３年５月１日から施行するものでござい

ます。 

  以上が久喜市教育委員会事務局組織規則及び久喜市教育委員会の権限に属する事務の

補助執行に関する規則の一部を改正する規則についてでございます。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○教育長（柿沼光夫） 議案第 25号について質疑をお受けいたします。 

  榎本委員。 

○教育長職務代理者（榎本英明） 住所が変わるのは分かったのですけれども、電話番号は

変わるのでしょうか。 

○教育長（柿沼光夫） 教育総務課長。 

○参事兼教育総務課長（榊原俊彦） 場所が変わることによりまして、現在職員のほうに電

話機等もございますけれども、その内線番号等も全て振り直すような形になりますので、

ファクス番号自体は変わりませんけれども、基本的には電話番号自体は鷲宮総合支所の

代表番号にかけていただきまして、私であれば内線番号がありますので、そういったとこ

ろに回してくださいということであれば、電話がつながるということになります。電話に

ついては、鷲宮総合支所の代表番号、ファクス番号についてはこれまでと同様というとこ

ろでございます。 

○教育長（柿沼光夫） 榎本委員。 

○教育長職務代理者（榎本英明） 鷲宮総合支所は、教育委員会が入りますけれども、ほか

にも課が幾つかあるのですか。 

○教育長（柿沼光夫） 教育総務課長。 

○参事兼教育総務課長（榊原俊彦） 教育委員会につきましては、鷲宮総合支所の２階、３

階に移転することとなります。現在１階につきましては、鷲宮総合支所の総務管理課等、

また２階につきましては上下水道部が執務を行っております。そちらのほうに、２階につ

きましては教育委員会の３課、残りの課のほうが３階のほうに移転するというものでご

ざいます。 

○教育長（柿沼光夫） 榎本委員。 

○教育長職務代理者（榎本英明） ４階はないのですか。３階までということですか。 

○教育長（柿沼光夫） 教育総務課長。 

○参事兼教育総務課長（榊原俊彦） ４階につきましては、現在主に会議室として使われて

おりまして、教育委員会移転後につきましても会議室として使われるものでございます。 

○教育長職務代理者（榎本英明） 分かりました。 

○教育長（柿沼光夫） ５階の説明もお願いします。教育総務課長。 

○参事兼教育総務課長（榊原俊彦） ５階におきましては、現在執務室として使われており

ませんけれども、今後生涯学習センターとしての改修工事を行いまして、改修工事が終わ
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りましたら、順次生涯学習センターとしての運用を図っていくというものでございます。 

○教育長（柿沼光夫） ほかにございますか。 

  よろしいですか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） 特にないようですので、以上で質疑を打ち切ります。 

  各委員さんに賛否のご意見をいただきたいと思います。 

  いかがでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第 25号 久喜市教育委員会事務局組織規則及び久喜市教育委員会の権限

に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則については、全員の賛成を

いただきましたので、原案どおり可決いたしました。 

    ◎議案第２６号 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、議案第 26号を上程し、これを議題といたします。 

  議案第 26号について提案理由の説明を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（野原隆） 議案第 26号 久喜市立上内小学校を休校とする方針（案）につい

てにつきまして提案理由のご説明をさせていただきます。 

  久喜市立上内小学校を休校とする方針（案）について、別紙のとおり決定したいので、

議決を求めるものでございます。 

  議案の内容につきましては、学務課長よりご説明を申し上げます。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） それでは、議案第 26号 久喜市立上内小学校を休校とする方針

（案）についてご説明を申し上げます。 

  議案書の 16ページをお開きください。併せまして、議案参考資料の７ページを御覧い

ただきたいと存じます。久喜市立上内小学校は、令和２年５月１日時点で 55人、また令

和３年４月３日現在で 47人と小規模化が著しく、日常の学習や行事等において制約が大

きいため、学校の教育活動に様々な課題が生じている状況でございます。 

  このような中、令和２年 12月９日に同校の保護者から教育委員会に対して、議案の参

考資料７ページにございますとおり要望書が提出されたところでございます。こちらの

要望の趣旨につきましては、次のページ、めくって８ページ目の大項目３、要望事項の（１）

から（３）に記載しているとおりでございますが、（１）として学校統廃合の方向性を早

急に打ち出し、統廃合を進めること。（２）として、複式学級の編成を避けるため、市の

負担で教員を配置すること、そして（３）として、休校措置などにより、子どもたちを鷲

宮小学校へ通学させ、上内小学校の小規模化の課題を解消させることでございます。 

  こちらの要望書につきまして、久喜市立小・中学校学区等審議会に報告をした上で、令



 

- 14 - 

和３年３月５日に久喜市立上内小学校の休校措置等に諮問したところ、同日答申を得た

ところでございます。 

  なお、答申の内容につきましては、先ほど教育長報告のほうでご報告を申し上げたとお

りでございます。 

  この答申を踏まえまして、久喜市立上内小学校は令和４年４月から休校とし、同校の児

童は鷲宮小学校に通学する方針とする案でございます。 

  なお、複式学級につきまして、令和３年度につきましては市費負担教員を１名配置し、

複式学級を編成しない対応を取っているところでございます。また、休校措置に伴う課題

や、その後統廃合の検討につきましては、引き続き保護者の皆様等のご意見を伺いながら、

今後を見据えた望ましい学校の在り方を検討してまいりたいと考えております。 

  以上が議案第 26号 久喜市立上内小学校を休校とする方針（案）についての説明でご

ざいます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○教育長（柿沼光夫） 議案第 26号について質疑をお受けいたします。 

  諸橋委員。 

○委員（諸橋美津子） 上内小学校の児童が鷲宮小学校に通学するということなのですけれ

ども、鷲宮小学校のほうではどういった対応がされるというか、受入れ態勢とかはどのよ

うな状態に今なっているのでしょうか。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） こちらにつきましては、以前両校の保護者の方にアンケート調査

等を行っているところでございます。上内小学校に通っている児童の保護者の方につき

ましては、今回要望書が全員の方からされているということで、皆様鷲宮小学校への休校

の上、鷲宮小学校へ通うことをご希望されているような状態でございます。 

  鷲宮小学校のほうについても、特に大きな反対意見というのは伺ってはいないところ

ではございます。ただ、あとスペース的な問題であるとか、いわゆる物理的な受入れ態勢

というところにつきましては、これから細かい部分については調整という形にはなるの

ですけれども、今のところ児童のほうが少なくて、教室にも余裕があるということで、特

に問題はないのかなというところではあるのですが、今後詳細については検討していき

たいというふうに考えてございます。 

○教育長（柿沼光夫） 諸橋委員。 

○委員（諸橋美津子） そうすると、鷲宮小学校の保護者の方は、おおむね受入れのほうは

了承しているということでよろしいのでしょうか。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） そのように承知しております。 

○教育長（柿沼光夫） ほかにございますか。 

  榎本委員。 

○教育長職務代理者（榎本英明） 休校と統廃合の違いというのを教えていただけますか。 
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○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） こちら休校と統廃合の違いということでございます。統廃合とい

う形になりますと、いわゆる元の学校が一方が完全になくなる、あるいは両方をなくして

新たに新しい学校を造るという形で、学校がいわゆるなくなってしまうというような形

が統廃合という形になるところでございます。 

  一方休校ということですと、学校自体は存続はしているのですけれども、そこに通う児

童生徒さんが実際にはいなくなって、本来そこに通うべき児童生徒さんが別の学校に通

うという方が休校という形になるところでございます。実は、学校の統廃合という形にな

りますと、かなり手続とかの部分で時間が非常にかかってしまうということがございま

して、休校ということであれば、そこまで時間をかけずに、今の児童の方が別の学校に行

くことが可能になるというところでございます。要望書を出された保護者の方のご意見

といたしますと、なるべく早期に今の人数が少ないという状況を解消したいと。最終的に

は統廃合という形も視野に入れなければいけないのですが、統廃合を待っていると、今の

子どもたちが卒業するまでにそれが実現しないので、もっと早い、つまり休校という措置

で今の実際に通っている児童さんが人数が少ないという状況を何とか解消してほしいと

いう、そういったご要望があったところを踏まえまして、休校での対応というところの案

を提出させていただいたところでございます。 

○教育長（柿沼光夫） 休校は、教育委員会で議決されると決定をします。ですが、統廃合

の場合は市議会の条例改正をして初めて決定するということになります。 

  榎本委員。 

○教育長職務代理者（榎本英明） 今まで学務課が担当で、苦心して何とか江面小学校を統

廃合させたり、菖蒲南中学校の統合を進めておりますが、今回は非常にスムーズに行くよ

うな統廃合になると思うのですけれども、休校中の１年間で何となくゴールが見えてく

るのかなという気がします。あとは、様々な事業がありますが、急いでやれば、統廃合と

いう形になると思うのですけれども。 

  またもう一つ、休校になったときに、そこの学校の生徒は鷲宮小学校に行きますけれど

も、先生たちも鷲宮小学校に行くのですか。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） 教職員の配置という形になろうかと思います。こちらにつきまし

ては、休校になったときに必ず確実に上内小学校にいる教職員の先生方が鷲宮小学校に

行けるかというと、なかなか教員の配置の部分というところで、そうはいかない部分があ

るのかなというふうに考えてはおるのですが、児童の方が鷲宮小学校に行くということ

で、その部分も踏まえた教職員の配置ということで検討はしていきたいというふうには

考えてございます。 

○教育長（柿沼光夫） 榎本委員。 

○教育長職務代理者（榎本英明） では、令和３年度は小学校が 23校から 22校になって、
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来年の４月１日からは 21校になるということですよね。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） 委員さんおっしゃるとおりです。制度上は休校ということで、名

前だけは残るような形にはなるのですけれども、実質上は委員さんおっしゃったとおり

になります。 

○教育長（柿沼光夫） 小野田委員。 

○委員（小野田真弓） そうしますと、上内小の子どもたちは鷲宮に行きますね。今回江面

小を見てみると、体操着だったりなんなり、いろいろとしばらくはそのままでいいですよ

みたいな感じで、統廃合でこのような対応なのですが、上内小も休校といっても、もう戻

るということは多分ないと思うのですが、そうなったときに、この３人だけはこの体操服

でというような形になってしまうのですか。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） おっしゃるとおり、例えば校章であるとか、そういった部分の問

題というのはあろうかというふうに考えております。こちらにつきましては、私どものほ

うの調査がまだそこまでできていなくて申し訳ないのですが、本庄市あるいは熊谷市の

ほうで、平成 23年だったかと思うのですが、やはり小学校を休校にして、別の小学校に

通っているという事例があるというふうに聞いております。その辺りのことをどういう

ふうに解決しているか、対応しているかというのは、そういった先進事例のほうを調査さ

せていただきながら、上内小学校の場合の参考にさせていただきたいというふうに考え

てございます。 

○教育長（柿沼光夫） 本日ご議決いただいたら、今後の在り方については検討をしていく

と。 

○委員（小野田真弓） これから１年かけてということですね。 

○教育長（柿沼光夫） はい。というふうになります。 

  ほかにございますか。 

  諸橋委員。 

○委員（諸橋美津子） この休校は分かるのですけれども、休校期間というのはいつぐらい

を目安に考えられているのでしょうか。あまり長い期間それをされていても、統廃合する

にしても、時間はそんなにかけられないと思うのですが、何か期間というのは目安を立て

られているのですか。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） 恐れ入ります。実は、具体的な期間というのは、現時点ではいつ

までということは考えてはおらないところではございますが、先ほど申し上げた平成 23

年に熊谷、本庄で休校措置をしているところを確認いたしますと、現在でもまだ休校措置

が続いているという状態でございます。23年ですから、10年近くですかね、休校という

状態で、それが望ましいかどうかという議論はあるのですけれども、そういった対応をし
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ているところもございますので、恐らくそこは何らかの状態で統廃合をしたいのだけれ

ども、いろんな事情でできなくて、休校措置をずっと、10 年ということですから、１年

生の方がもう６年生卒業して、そのさらに後という形になっているのですけれども、そう

いう状態になっているのだろうというふうに推察をしております。 

  その辺りの事情も確認しながら、いつまで休校がよいのか、統廃合も含めた考えは持つ

のですけれども、統廃合がうまくいかないときに、そこをどういうふうに乗り切っていく

かというようなところはこれからの課題というふうに考えておるところでございます。 

○教育長（柿沼光夫） この統合については、学区審議会でも審議していただいていますけ

れども、今後の統合の在り方がこの鷲宮小学校と上内小学校の統合だけでなく、鷲宮西中

も加えた新たな義務教育学校という考え方もあるので、それらを踏まえた検討を今後す

るという、その期間が休校の期間に恐らくなるのだろうというふうに思っていますが、こ

れからの検討状況によって期間が定まってくるだろうと思います。 

  榎本委員。 

○教育長職務代理者（榎本英明） 放課後のゆうゆうプラザの子どもたちの取扱いというの

も全部鷲宮小学校に行くのでしょうか。 

○教育長（柿沼光夫） 学務課長。 

○学務課長（関口智彰） 私どもの考えとしては、そういうような形でいければなというふ

うに考えております。ただ、まだ実際にはこちらの詳細な部分の調整というのはこれから

という形になりますので、基本的には同じ学校に通いますので、同じゆうゆうプラザのほ

うでやっていただくのが一番いいというふうには考えてはおるのですが、それはこれか

ら調整をさせていただきたいというふうに考えてございます。 

○教育長（柿沼光夫） 榎本委員。 

○教育長職務代理者（榎本英明） 学校が休校するというのがよく分からないのだけれども、

学校の門を完全に閉めて、誰も入らないような状態にずっとしていくのでしょうか。とい

うのは、要は公共施設として、グラウンドをスポーツするような団体とかに貸出しをして

いると思うのですが、学校の校舎が完全に無人になる状態のスペースを、誰が門を開けて、

誰が管理して、それを貸出しをするしないというのが分かれば教えてください。 

○教育長（柿沼光夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（坂東勝則） 学校の管理も含めまして、どう活用するかについては、今日

ご議決いただいた後に、一つ一つ検討することになっていきますので、現段階では決定し

ている事項はないところでございます。 

○教育長（柿沼光夫） ほかにございますでしょうか。 

  よろしいですか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） それでは、特にないようですので、以上で質疑を打ち切ります。 

  各委員さんに賛否のご意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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               〔「異議なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第 26号 久喜市立上内小学校を休校とする方針（案）については、全員

の賛成をいただきましたので、原案どおり可決いたしました。 

  以上をもちまして本日提出いたしました議案の審議は全て終了いたしました。 

    ◎その他 

○教育長（柿沼光夫） 日程第５、その他の次回の定例会についてでございます。 

  開催日の案について事務局よりご説明いたします。 

  教育総務課長。 

○参事兼教育総務課長（榊原俊彦） 次回定例会開催につきましてご提案申し上げます。 

  次回は、令和３年５月 21日金曜日、午前 10時から、会場は鷲宮総合支所４階、407・

408会議室で開催することをご提案申し上げます。 

○教育長（柿沼光夫） ただいまの提案につきましてご都合はいかがでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） それでは、次回の定例会は５月 21日金曜日、時間は午前 10時から

といたします。会場は、鷲宮総合支所 407・408会議室とさせていただきますので、お間

違えのないようにお願いいたします。詳細は、追って事務局からお知らせいたします。 

    ◎閉議、閉会     午後 ２時５０分 

〇教育長（柿沼光夫） これをもちまして久喜市教育委員会令和３年４月定例会を閉議、閉

会といたします。 

  ありがとうございました。 
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