
様式第２号(第５条関係) 

 

審 議 会 等 会 議 録 

発 言 者 ・ 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

１ 開会  

司会 

（麦倉主幹） 

只今から、令和４年度第１回久喜市立小・中学校学区等審議会を開催いたしま

す。 

なお、本日は、委員総数２０人に対して、出席者は、２０人でございます。従

いまして、久喜市立小・中学校学区等審議会条例第７条第２項に規定されている

会議の開催要件を満たしていることを報告させていただきます。 

 また、本日の傍聴者はおりませんので、ご報告させていただきます。 

２ あいさつ 

司会 

（麦倉主幹） 

はじめに、山本会長からごあいさつをいただきたいと存じます。よろしくお願

いします。 

山本会長 皆さん、こんにちは。 

日常活動が少しずつ戻ってきており良かったなと思いますが昨日ニュースでコ

ロナの後遺症について特集を組んでおりました。そろりそろりと日常生活が戻っ

てくる中においてもまだ感染者はおりますので、十分な注意が必要だと改めて思

いました。 

また、先日もの凄い雹が降りまして家の周りで家庭菜園をやっている畑は夏野

菜が全滅という方も多く聞きました。気象条件もかなり厳しくなっており学校も

私たちも色々なところに思案しなければならないなと思いました。本日また少し

ずつでも世の中良くなるようにということで委員の皆様のご協力いただきながら

本日よろしくお願いいたします。 

３ 議事 

司会 

（麦倉主幹） 

ありがとうございました。 

ここで、学校長として任命しておりました内田委員、白石委員が久喜市小・中

学校長会において委員の変更がありましたことから、後任の委員を任命いたしま

したので、ご紹介いたします。 

栢間小学校長の松村委員でございます。 

久喜北小学校長の柳田委員でございます。 

  ＜委員自己紹介＞ 

司会 

（麦倉主幹） 

 続きまして、事務局職員につきましても改めて紹介させていただきます。 

  ＜事務局職員自己紹介＞ 

司会 

（麦倉主幹） 

申し遅れましたが、私は、本日の進行を務めさせていただきます学務課指導主

事兼主幹の麦倉でございます。よろしくお願いいたします。 



３ 諮問 

司会 

（麦倉主幹） 

次に、次第３の諮問でございます。柿沼教育長から久喜市立小・中学校学区等

審議会に対して、諮問させていただきたいと存じます。 

恐れ入りますが、山本会長におかれましては、テーブルの前までお進みくださ

いますようお願いいたします。 

それでは、教育長、諮問をお願いいたします。 

 （教育長が諮問を読み上げ、会長へ渡す） 

司会 

（麦倉主幹） 

ありがとうございました。 

ここで柿沼教育長からあいさつをいたします。よろしくお願いします。 

柿沼教育長 皆様、改めましてこんにちは。 

本日は、令和４年度第１回久喜市立小・中学校学区等審議会の開催についてご

案内を申し上げましたところ、ご多用の中、委員の皆様全員にご出席いただきま

した。誠にありがとうございます。 

また、皆様方には、日頃から本市の教育行政に対しまして、格別なるご理解と

ご協力をいただいておりますことに、重ねて御礼申し上げます。 

さて、本市におきましては、市内小・中学校の適正規模・適正配置の推進にあ

たり、令和４年４月１日に菖蒲中学校と菖蒲南中学校を統合し、新たな菖蒲中学

校を現在の菖蒲中学校の位置に開校することが出来ました。 

また、上内小学校につきましては、同じく令和４年４月１日から休校とし、上

内小学校の児童は鷲宮小学校に通学しているところでございます。 

両校とも児童生徒が新しい友達を得て元気に学校に通い過ごしているとのご報

告を受けております。このことにつきましては、学区等審議会委員の皆様に慎重

なご審議をいただき、「学校統廃合が適当」との答申、また「休校措置が望まし

い」との答申をいただいた経緯のうえ実現したものであると認識しております。

 改めて深く感謝申し上げます。 

本日は、小林小学校と栢間小学校の通学区域の問題、また、久喜市立小・中学

校の適正規模・適正配置に関する基本方針の改訂について及び本町小学校の学校

統廃合等の今後の方向性について学区等審議会のご意見を伺いたく、諮問をさせ

ていただきました。 

委員の皆様におかれましては、慎重なご審議を賜りますよう、お願いを申し上

げまして、私からのあいさつとさせていただきます。 

どうぞ皆様よろしくお願いいたします。 

司会 

（麦倉主幹） 

ありがとうございました。 

大変恐縮ではございますが、柿沼教育長は他の公務がございますので、ここで

一旦退席させていただきます。 

なお、委員の皆様には、ただいまの諮問書の写しを事前に配布いたしましたの

で、ご確認くださいますようお願いいたします。 

 ＜教育長退席＞ 

 



４ 議事 

司会 

（麦倉主幹） 

次に次第４の議事でございます。 

会議の進行につきましては、久喜市立小・中学校学区等審議会条例第７条第１

項において、会長が議長となる旨の規定がございますので、山本会長に議長をお

願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

議長（山本会長） それでは、暫くの間、議長を務めさせていただきます。円滑に議事が進行いた

しますよう、皆様方のご協力をお願いいたします。 

はじめに、議事録の署名人でございますが、名簿順で中村委員を指名しますの

で、よろしくお願いいたします。 

それでは、ただいま諮問をいただいた、議事の（１）「久喜市立小林小学校及

び久喜市立栢間小学校の通学区域について」事務局から説明をお願いします。 

事務局 

（吉岡係長） 

議事の（１）「久喜市立小林小学校及び久喜市立栢間小学校の通学区域につい

て」ご説明いたします。 

資料１をご覧ください。 

この資料でお示しいたしました「要望書の提出」と「要望の概要」につきまし

ては、「菖蒲第３２区の区長と区長代理、小林小学校PTA会長」の皆様から提出さ

れた要望書の内容を取りまとめたものでございます。 

現在、菖蒲第３２区（菖蒲町柴山枝郷の神の木、丸谷地区）は、久喜市立小・

中学校区に関する規則によりますと、久喜市立栢間小学校が指定校になっており

ます。 

 しかし、現在では、神の木地区を含めて全ての児童が小林小学校に通学するよ

うになっております。そうした現状にも関わらず、「指定校外就学願」の提出が

求められることは、保護者の負担となっていることから、この実情に合わせて通

学区域を栢間小学校から小林小学校に変更してほしいとの要望でございます。 

 続きまして、参考資料１をご覧ください。 

 こちらは、久喜市内の学区を図示したものでございます。今回、要望書があが

ってきた菖蒲第３２区でございますが、菖蒲中学校の南西部分に網かけされた部

分でございます。この地区の方々から、今回の要望書が提出されてまいりました。 

 なお、過去５年間の新入学児童について確認したところ、この地区の全ての児

童が指定校外就学願を提出しており小林小学校へ入学している状況です。規則に

定められている現在の学区と実態とがかけ離れている状態であることや、地元か

らの強い要望が提出されていることから、この地区の学区の変更について、「久

喜市立小・中学校学区等審議会」に諮問し、ご審議いただきたいと考えておりま

す。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

議長（山本会長） 只今、事務局から「久喜市立小林小学校及び久喜市立栢間小学校の通学区域に

ついて」資料に基づき、説明がありました。 

また、今後は、本審議会の答申を踏まえ、久喜市立小・中学校通学区域に関す

る規則を改正する予定であるとのことです。 

只今の説明等に関しまして、委員の皆さんからご意見やご質問をいただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 



柴崎委員 私自身が小林小学校の学区であります野々宮地区に住んでおり、丸谷地区、神

の木地区とありますが特に丸谷地区に関しましては、森田委員さんもお住まいで

すけれども、すでに４０年以上前から小林小学校の方に行っていると理解してお

ります。それ以外の神の木地区も５年以上前から小林小学校に行っております。

是非、この地域の方々の要望を踏まえ安全面や色々な手続き等非常に負担になっ

ているという話も聞いておりますので委員の皆様に是非ご賛同していただければ

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（山本会長） 他の委員いかがでしょうか。 

中村委員 過去５年間に全ての子どもが指定校変更願を出して小林小学校に通っていたと

いうことですが、教育委員会では、見直しをすることについて話題になっていた

のかお聞きしたい。 

議長（山本会長） 事務局からいかがでしょうか。 

事務局 

（関口課長） 

こちらの地区の方で今まで見直しをする議論が教育委員会でなかったのかとい

う質問でございます。こちらにつきましては、合併前の旧菖蒲町の時代からこの

ような規定があったと認識しております。 

しかし、実態とかけ離れていることから担当課の事務レベルでは見直しをした

方が良いのかどうかという議論は行っておりました。これまでの経緯等がござい

ましたことと地元の方がどのように考えていたのか把握がしきれていなかったこ

とから、なかなか改正ができない状況で現在まで来てしまったというのが実情で

ございます。このたび、地元の方から是非、学区の変更を実情に合わせた形でし

てほしいというご要望もいただきましたことから地元の方も強い希望があるとい

うことで今回、学区等審議会の方に審議の方をお願いしたところでございます。 

議長（山本会長） 中村委員いかがでしょうか。 

中村委員 全ての児童が指定校変更願を出して学校を変わっていたけども、それが議論の

対象に公にならなかったけども今回、柴崎委員の発言で話題になったけども、 

こちらに出ている委員でよい機会だったなと審議会があることも事務局の方で地

域からの要望について素早く取り組んでいただいたことについては、高く評価し

たいなと思います。 

議長（山本会長） 今回の改正を高く評価したいとのことです。他に委員の皆様いかがでしょうか。 

柴崎委員 中村委員からお話しいただきまして大変ありがたく思っています。私も昨年度

からこの委員会の方に参加させていただきまして、実情と現実が違うところがあ

り非常に驚きました。やはり、小林小学校はもうこれ以上待てば統廃合の対象地

域になっておりましたので、その点からしても非常に重大な問題であると認識し

ておりました。教育委員会の皆さんの努力と市の皆さんの努力により現状に合わ

せていただき、ありがとうございました。 

議長（山本会長） それでは、事務局提案の内容でよろしいでしょうか。 

 ＜異議なしの声あり。＞ 

議長（山本会長）  この通学区域の変更に関して、区長をはじめとした住民の方からのご要望や来



年度の入学手続きの準備に要する期間を考慮すると、早めに本審議会としての結

論を出していく必要があるかと思います。事務局では今後の進め方はどのように

考えているのでしょうか。 

事務局 

（関口課長） 

学区の指定と実態とが乖離している状態や地元からの強い要望を考えると事務

局としましては、現状に合わせた通学区域に変更していきたいと考えております。 

先ほどのご意見を踏まえまして答申案を事務局で作成して次回の会議において、

答申書の内容を議論いただけるように準備を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

議長（山本会長）  事務局から説明がありましたが、只今の内容に関しましてご意見やご質問等は

ございますか。 

 よろしいでしょうか。 

 今後の進め方については、次回の審議会で答申書の内容について検討を行い、

合意形成が図れれば、答申を行うことでよろしいでしょうか。 

 ＜異議なしの声あり。＞ 

議長（山本会長） それでは、そのように進めたいと思いますので事務局では準備をお願いします。 

続いて、（２）「久喜市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針

の改訂について」事務局から説明をお願いします。 

事務局 

（田口課長補佐） 

議事の（２）久喜市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針の改

訂について、事務局案をご説明いたします。資料３の改訂素案をご覧ください。 

この基本方針は、平成２８年１２月に本審議会から答申をいただき、平成２９

年１月に策定したものでございます。 

児童生徒数の将来推計や小・中学校の規模につきましては、平成２８年５月１

日時点での数値を基に推計した数値となっており、データとしては現時点ではや

や古いものとなっております。 

また、この基本方針に基づき、江面第二小学校、菖蒲南中学校及び上内小学校

の統合等を実施してまいりましたが、現在も引き続き児童生徒数が減少している

ところでございます。 

このようなことから、本年５月１日時点でのデータを基に改めて推計を行い、

最新の推計値に更新するとともに、今後の学校施設の適正規模・適正配置の推進

を図るため、より柔軟に対応できるよう、検討の基準などの一部改正を考えてお

り、ご審議いただくものでございます。 

それでは、基本方針の改訂素案の内容についてご説明させていただきます。 

はじめに、資料を１枚めくっていただきますと左側に目次がございます。目次

の「Ⅳ 適正規模・適正配置の推進の方策」の「２」でございますが、「学校の

統廃合」を「学校の統合」に改めるものでございます。統廃合等により、廃止と

なる学校の関係者などに配慮し、「統合」に改めるものでございます。 

ここで、修正がございます。目次のⅢ適正規模・適正配置の基本的な考え方以

降のページ数に誤りがございます。５ページが６ページ、６ページが７ページと

いうように１ページずれておりますので、修正いたします。 

次に、１ページをご覧ください。「Ⅰ はじめに」では、【追記】を記載して



おります。前半部分では、少子化の影響により引き続き児童生徒数の減少が進ん

でおり、今後も進行することが懸念されていることを述べています。後半部分で

は、市が保有する公共施設の持続的な維持管理を図るため、アセットマネジメン

トの推進に取り組んでいる中、市の公共施設の総延べ床面積の約６０パーセント

を学校施設が占めており、適正規模・適正配置の観点を考慮しつつ、統合や長寿

命化を検討する必要が生じていることを述べています。ここでご説明した内容で、 

「約６０パーセント」が何に対する数値であるか説明が不足しておりますので「 

約６０パーセント」の前に「総延床面積」を加える修正をいたします。 

次に、２ページをご覧ください。「Ⅱ 市立小・中学校の現状」の「１ 児童

生徒数と学校数の推移」では、策定時の内容を令和４年度での状況に更新してお

ります。「別表１ 市立小・中学校の児童生徒数及び学校数の推移（経過）」で

は、令和３年度及び令和４年度の数値を加え、＜備考＞では、令和３年江面小学

校、令和４年菖蒲中学校の開校を記載しました。続いて、「２ 児童生徒数の将

来推計」では、令和４年５月１日現在の住民基本台帳に基づく、令和１０年度の

児童生徒数の予想人数を述べています。３ページをご覧ください。「別表２ 市

立小・中学校の児童生徒数の推移（見込み）」では、令和４年度現在と令和５年

度から令和１０年度までの見込み数に更新しております。続いて、「３ 小・中

学校の規模」では、令和４年度の学級数の状況に更新しております。続いて、「別

表 ３市立小学校の規模」及び４ページの「別表４ 市立中学校の規模」では、 

令和４年度と令和１０年度見込みの学校数、学校名及び学級数を更新しておりま

す。 

次に、６ページをご覧ください。「Ⅲ 適正規模・適正配置の基本的な考え方」

の「１ 適正規模・適正配置の基本的な考え方」では、（４）の２行目、「なお、

学校統廃合」を目次の箇所と同様に「学校の統合」に改めるものでございます。

続いて、「２ 適正規模・適正配置の基準」＜適正配置の基準＞では、先程と同

様に、「学校の統合等」に改め、「また、統合後に想定される通学経路において、

改善が困難と見込まれる著しい危険がある場合についても、通学手段を検討する

ことができるものとする。」を加えました。基準となる通学距離は超えないが、

統合後の通学路において、安全に道路の横断や通行が難しい場合は、通学手段を

検討することができるとしたところでございます。 

次に、７ページをご覧ください。「Ⅳ 適正規模・適正配置の推進の方策」で

は、これまでと同様に、「統廃合」を「統合」に改めたところでございます。 

次に、８ページをご覧ください。「Ⅴ 適正規模・適正配置の具多的な進め方」

では、これまでと同様に、「統廃合」の箇所を「統合」に改めたところでござい

ます。続いて、「１ 学校の小規模化への対応」では、小学校の単学級について、

令和４年度現在と令和１０年度の見込みに更新しております。 

また、中学校では、６学級以下の学校がないことを述べています。続いて、「（１）

学校の統合等の検討の基準」では、現在の基準②は、小学校、中学校共に「６学

級の学校」となっておりますが、早い段階からも統合等の検討ができるよう「６

学級の学校及び６学級となることが見込まれる学校」とするものでございます。

続いて、９ページをご覧ください。「（２）学校の統合等の検討の手順」の中ほ



どにございます「○新校設立準備委員会」でございます。基本方針の策定時では、

「新校設立検討会」及び「小（中）学校開校準備委員会」を設置しますとなって

おります。「新校設立検討会」では、新たな学校の名称、校舎の場所、通学方法

及び統廃合等の時期などを検討し、「小（中）学校開校準備委員会」では、新た

な学校を開校する上で必要な事項について協議するとなっており、委員会の構成

員は、共に、学校の保護者、地域住民の代表者及び学校長等としているところで

ございます。両委員会は、委員の構成が同じであり、新たな学校の開校に向けて

必要な事項を検討・協議することから、両委員会を一つにし、連続して検討・協

議できるよう「新校設立準備委員会」とするものでございます。なお、江面第二

小学校、菖蒲南中学校の統合にあたりましては、新校設立準備委員会を設置し、

進めてきたところでございます。続いて、１０ページをご覧ください。「学校の

統合等の検討を進める手順（イメージ）」でございます。こちらもこれまでと同

様に「統廃合等」を「統合等」に改め、「新校設立検討会」及び「開校準備委員

会」を「新校設立準備委員会」としたところでございます。 

事務局からのご説明は以上でございます。 

議長（山本会長） ただいま事務局から、久喜市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本

方針の改訂について、資料に基づき説明がありました。 

小・中学校の適正規模・適正配置については、この基本方針に基づき、江面第

二小学校、菖蒲南中学校及び上内小学校の統合等を進めてきましたが、策定から

５年を経過し、資料の更新や学校の統合等の検討基準を見直す必要があるため、

本審議会の答申を踏まえ、「久喜市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する

基本方針」を改訂する予定であるとのことです。 

ただいまの説明等に関しまして、委員の皆さんからご意見やご質問をいただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

松本委員 目次のⅡの２児童・（ポツ）生徒数の将来推計に対して本文は、児童生徒数で・

（ポツ）がないため、整合性が取れていない。また、Ⅳの適正規模・適正配置の

推進の方策と書いておりますが、１通学区域の見直し、２学校の統合、３義務教

育学校が本文に入っておりますが、目次に３義務教育学校が入っておりません。 

事務局 

（田口課長補佐） 

松本委員おっしゃるとおりこの箇所については、修正してまいります。 

議長（山本会長） 他にありますでしょうか。 

中村委員 １０ページ表中、教育委員会の欄にて点線で囲われている開催の催の文字が見

切れている。 

事務局 

（田口課長補佐） 

ご指摘ありがとうございます。この箇所については、修正してまいります。 

議長（山本会長） 方針なので、文言一つ一つにも気を使っていただきありがとうございます。 

他にありますでしょうか。 

 ＜異議なしの声あり。＞ 

 



議長（山本会長） 今の修正点を加えたかたちで事務局から本審議会の考え方としてよろしいでし

ょうか。 

 ＜異議なしの声あり。＞ 

議長（山本会長） この基本方針については、学校規模や配置の適正化を進めていくうえで、こち

らもなるべく早めに本審議会としての結論を出していく必要があるのではないか 

と思います。 

 事務局では今後の進め方はどのように考えているのでしょうか。 

事務局 

（田口課長補佐） 

事務局といたしましては、先ほどご指摘いただいた点を修正して、今後、改訂

した内容で適正配置・適正規模を図ってまいりたいと考えておりますので、本日

の会議におきまして、答申に向けた方向性が整うようであれば、次回の会議にお

いて、答申書の内容を議論いただけるように準備を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

議長（山本会長） それでは、ただいまの委員さんのご意見を入れて、修正を加えたかたちで次回

の審議会で答申書の内容についての検討を行い、合意形成が図れれば、答申を行

うことで委員の皆様よろしいでしょうか。 

 ＜異議なしの声あり。＞ 

議長（山本会長）  それでは、そのように進めたいと思いますので事務局では準備をお願いします。 

 続いて、（３）「久喜市立本町小学校の学校統廃合等の方向性について」事務

局から説明をお願いします。 

事務局 

（田口課長補佐） 

 それでは、議事の（３）久喜市立本町小学校の学校統廃合等の方向性について、

ご説明いたします。 

 久喜市立本町小学校は、校舎等の施設や設備の老朽化が著しく、教育環境の整

備・改善が喫緊の課題となっており、教育委員会では、校舎の大規模改造工事を

計画しておりましたが、同校の学校統廃合の方向性が決定するまでは大規模改造

工事を見送るとされております。 

 学校の統合等につきましては、小規模化による教育活動や学校運営の課題を解

決するため、小学校の場合、複式学級の編制が見込まれる学校や６学級の学校に

ついて検討を行っており、本町小学校の令和４年度の学級数は１０学級でありま

すことから、学校の統合等の対象校になっていないところでございます。 

 また、学区が隣接する久喜北小学校につきましては、令和４年度の学級は７学

級でありますが、令和８年度には６学級となる見込みでございます。 

 このようなことから、本町小学校の校舎の老朽化が極めて深刻な状況であり、

久喜北小学校の統合等を検討する場合は、その際の統合の相手校として、本町小

学校が最も有力な候補でありますことから、本町小学校の大規模改造工事などを

早急に実施するため、統合した場合の方向性を決定したいと考えているところで

ございます。 

 今後、久喜北小学校及び本町小学校の保護者や地域の皆様を対象とした説明会

を開催してまいりたいと考えております。 

 また、過日、関係学校の代表の方にお集まりいただき、久喜中学校区の今後の



在り方について意見交換を行ったところでございます。 

今後、本審議会に説明会のご報告をさせていただきますので、委員の皆様には、

説明会でのご意見などを参考に、ご審議いただきたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

議長（山本会長）  ただいま事務局から、久喜市立本町小学校の学校統廃合等の方向性について、

説明がありました。 

 本町小学校は、校舎等の施設や設備の老朽化が著しく、教育環境の整備・改善

を計画していましたが、学校統廃合の方向性が決定するまでは大規模改造工事を

見送ると示されたため、久喜北小学校の児童数の減少、また、本町小学校の校舎

の老朽化に伴う教育環境の整備・改善に向けて、統合等を検討する場合の方向性、

新校の位置を決定したいとのことです。 

 ただいまの説明等に関しまして、委員の皆さんからご意見やご質問をいただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

堀井委員 老朽化は、どこの学校でもこれから起こってくることだと思います。本町小学

校の老朽化のことについて出てきているわけですが、きっといずれ老朽化の大き

な色々なことは突然出てくることが多いと思います。雨漏りや何か壊れたとかあ

るけれども、何か大きな構造上の改修が必要なものが出てくることは突然なので、

他の学校でもかなり同じような状況が起こってくる。建設されてからの日数でい

うと資料で３校の数字が出ているが、他の市内小中学校はどうなのか。もっと老

朽化の激しいところが議員さんの質問で出ている学校もあるが、その他にもたく

さんあるのではないか。教育委員会に話しがあがってきているのか状況をお聞か

せください。 

議長（山本会長）  事務局お願いします。 

事務局 

（田口課長補佐） 

 各学校の施設管理を担当しておりますのは教育総務課でございますが、私は施

設の担当もしておりました。昭和４０年、５０年代の学校というのは非常に、児

童数がピークでございましたので、その時期に多くの校舎が建設されております。

どの学校についても、大なり小なり雨漏りや施設の老朽化や設備能力の劣化とか

見られております。 

 担当におきまして、計画的に修繕や改修等を行って対応しております。今回、

本町小学校をあげましたが、各学校の老朽化に応じて、大規模改造工事を他の小

中学校含めて順次実施しております。参考に、今年度は、栗橋小学校と鷲宮東中

学校の工事を予定しております。緊急的なものは当然、修繕や補修を実施してお

ります。本町小学校につきましては、以前から先ほどご説明したとおり、工事の

要求をしてきたが、統合の方向性が決まるまでは、見送るという方針が示された

ので、今回、本町小学校を対応するために何とかしたいということで教育委員会

として本審議会に諮問させていただきました。 

事務局 

（関口課長） 

 補足説明いたします。 

 老朽化の解消につきましては、本来的には、学校統廃合とは基本的には別物で

あるが、統廃合するにせよしないにせよ老朽化したところは直していくというの

が基本であります。今回、たまたま本町小学校の老朽化を改修するタイミングと



久喜北小学校の児童数が減少して統廃合するタイミングがほぼ一致したような状

況になっております。 

 その中で、統廃合するときに本町小学校に統廃合すれば、改修した校舎をその

まま使うというかたちになるのだが、そうではなく、久喜北小学校になった場合

に本町小学校の改修をしたものが無駄になってしまうことは避けなければなりま

せん。老朽化の改修は、直接、学区等審議会の議題にはならないところですが、

そういった事情から統廃合の方向性についてご審議いただきたいという内容でご

ざいます。 

議長（山本会長） 堀井委員さんいかがしょうか。 

堀井委員 小規模化になるというかたちで久喜北小学校が１３０名ちょっとくらいに令和 

１０年度になる。それよりも小さい学校があるわけですよね。令和１０年頃に久

喜北小学校が複式学級になる可能性があるのでしょうか。本町小は参考資料２の

市内小学校の児童数及び学級数の推移を見てもだんだん増えてきますよね。他に

ももっと小さな学校があるからそちらとの兼ね合いがありますよね。 

 それから、統廃合をするためには、学区等審議会でもよく取り上げるが時間的

にかなりかかりますよね。一つの統廃合が行われるのは、３年から４年もっとか

かかるような話し合いも多いわけですけども。今の老朽化のことを考えれば喫緊

の課題としては、校舎の大幅な改造の方が必要で、実際に今止めているという話

しですけどもすぐにやってもらわないと考えますがいかがでしょうか。 

事務局 

（田口課長補佐） 

北小の令和１０年ですが、今の推計上はまだ複式にはならない状態でございま

してもし今後、人口の移動があればその可能性はあると思われます。本町小学校

の改修につきましては、確かに今すぐ直ちに実施したいところですが、先ほど課

長からも説明申し上げたとおり有効な投資をするために方向性を考えておりま

す。 

また、現状、本町小学校についての不具合について何もしてないわけではなく

応急的な処置として昨年度、また今年度につきましても雨漏りやトイレの改修を

実施しております。 

議長（山本会長） 他に委員の皆さまで何かございますでしょうか。 

 ＜なしの声あり。＞ 

議長（山本会長）  人数だけの問題かと思いきや、やはり財政上のこと、それから将来長い年月を

見通して一番いい体制にするのは市全体としてどうしたらいいのかということも

ありますし、先ほど委員さんがおっしゃったような他にも人数が少ないところも

あります。そういうところは、今こちらをやってそのままにしておいて、そして

非常にまた急激に人数が少なくなった時にどうするのというご心配もあるのだと

思いますが、現在としては、事務局の案としては、喫緊の課題が本町小で起こっ

ているということでご審議願いたいということです。 

鈴木委員  修繕の予算というもので、統合を判断するというのが、今までと違うものなの

かと思います。子どもを増やすということは中々できないと思いますが、修繕は

お金をかければできるので、どこかの予算を潰してでも修繕してあげればと良い



のではないかと思います。 

しかしながら、例えば適正規模の基準に応じて行ったとしても小林、栢間小の

ように地域の皆さんの機運が高まってこなければ合併をしないという選択肢もあ

った中で本町小と北小の地域の保護者を含んだ方たちの意見がこれから大事にな

ってくると思いましたので意見とさせていただきます。 

議長（山本会長） 現場の地域に住んでいる方たちのご意見、ご要望を第一に参考にして考えてい

くのがよういのではないかというご意見です。 

他にご意見等ございますでしょうか。 

河野委員  久喜北小は、マンションができたときに本町小が狭くなって久喜北小が新しく

建てられたと思うんですけど、学校としては比較的新しいと思いますが参考資料

１を見ていただくとすごく狭い位置に建っていると感じるが今後の人口から増え

るか分からないですけど、鈴木委員さんもおっしゃったとおりに通っている学校

の保護者の方にアンケートで本町小と統廃合するのかどちらが良いのか親として

は、一つの意見としてはあげたいという思いもあります。 

また、参考資料５を見てすごくショックを受けてしまったのですが、トイレで 

すけどこれは実際に使っているものなのかどうか確認したい。 

事務局 

（田口課長補佐） 

 正確に言うと使っておりました。写真をご覧いただくように座ると目の前がす

ぐに壁となっており、トイレのブース壁を改修しまして、現在はゆとりのあるス

ペースになっております。一部のトイレしか改修できておりませんので、今年度

もトイレの改修と併せて雨漏りの部分的な改修を予定しております。 

河野委員  トイレの改修というのも、子どもにとっては大切なことだと思うので、低学年

ほどトイレが怖いと我慢してしまう子もいると思うので、本町小だけではなく、 

まだ和式のところもあると思うので、早急に予算の関係は分からないですが、検

討していただきたいので、よろしくお願いいたします。 

議長（山本会長）  鈴木委員さんも河野委員さんも地元のご意見をいただいてそれから考えていく

が良いのではないかということですが事務局としてはどのように考えています

か。 

事務局 

（関口課長） 

 両委員さんからのご意見ごもっともでございます。まだ、予定ではございます

が、この後、両校の保護者の方向けに説明会を設定させていただきたいと考えて 

おります。日時は、学校等との調整もございますので、授業参観の日に合わせて

保護者の方がお見えになる機会を捉えて説明会は開催したいと考えております。 

 説明会を開催したうえで、アンケートの方を保護者の皆様にさせていただいて

取りまとめの結果などを次回、間に合わなければその次の回に学区等審議会にお

示しさせていただいてその内容を基に審議の方をお願いできればと考えておりま

す。 

議長（山本会長）  他に委員さんご意見ございますか。 

福田委員  確認ですが、参考資料５の⑪天井のクラックとか既に修繕はされているのかい

ないのか。 



議長（山本会長）  写真の⑪ですね。事務局お願いします。 

事務局 

（田口課長補佐） 

 昇降口のクラックや爆裂の修繕に関しては、申し訳ございませんが担当側に確

認しておりませんで、まだ修繕していないかどうか未確認でございます。 

議長（山本会長）  よろしいでしょうか。 

福田委員  合併とか関係なく子どもは危険だと思うので、是非これは早急に予算云々の話

しではなく子どもの命に関わることなので、先行して修繕していただきたいです。 

議長（山本会長）  担当課に伝えて対応よろしくお願いします。 

松本委員  基本的に私たちが考えることは、子どもたちにとってどうなのかということな

んだと思います。統廃合を進める上でも子どもたちにとってどうなのか大事な使

命を持ってずっと考えてきたはずなんです。今、お話しをお伺いしていると統廃

合がどうなるかっていうのを待たないと大規模改修しないという中で子どもたち

はどこにいるのと思うんですけど、教育行政色々ありますけどもやはり色々なと

ころを進めていく中で、子ども達にとって何をすることが最優先なのかというこ

とを是非お考えいただきたいです。予算に限りがあるのは分かります。この写真

も２０２１年だから事前の予算取りが絡む写真ではないかと思うんですけども例

えば今年度も修繕の予算があると思います。老朽化の学校が市内にたくさんある

と思います。けれども優先順位をどうつけているのか。優先順位も学校から言わ

れたとおりやっているのか、実際に現地を見に行って老朽化を確認してやってい

るのか。本町小のこれをみると本当に劣悪な教育環境といっても過言ではない気

がする。修繕してもまた出てくるということを考えるとこのまま本町小が久喜北

小と統廃合の話をずっと進めていく中、このままの状態でいることは子どものた

めに考えるとそれでいいのかという気分も残ります。それを考えるとこの本審議

会で諮問の内容について、なるべく早い段階で結論出してあげて行政が動けるよ

うな方向にするのも良いのではないか。極端な話し、いろいろな準備間に合いま

せんですけども年に２回から３回の開催ですけども例えば月１回だっていいと思

う。根本をしっかり大切にしながら進めていきたいと思います。 

議長（山本会長）  ありがとうございます。 

事務局 

（関口課長） 

 子どもたちがどのようにどうしたら良くなるのか視点で進めていくべきと考え

ます。学区等審議会でこのような意見が出たことを私どもも重く受け止めまして、

今後進めてまいりたいと考えております。次回以降、できれば早いところで開催

させていただき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。 

中村委員 これまでの久喜市の統廃合につきましては、どちらかというと街の中心部から

外れた学校で子どもの数が急激に減って将来もずっと減っていくだろうとその結

果、子どもの教育面に大きなマイナスがあると子どもの教育を優先にこれまで統

合が説得力があった。それでも時間をかけて実現させてきました。今回について

は、久喜市の一番本丸の街中なんですね。財政的な面も出てきたし、なかなか説

得するのに時間もかかるし、労力もかかるし、そのことを頭においてそう簡単に

これまでのようには経験をもとにして順番どおり進めるのには、なかなか難しい

んだと。 



慎重に慎重に議論を重ねて取り組んでいった方がいいなという風に思いました。

以上です。 

議長（山本会長）  ありがとうございます。 

佐藤委員  今後の方向性のことも含めてなんですけども、今回、基本方針ですね定められ

ておりますけども、本来の適正規模が学年２学級から３学級が望ましいとこれが

クラス替えが可能であるからと色々な生徒指導上の問題だとかそれぞれのお子さ

んの問題だとかを解決するときの非常に大きな手段だと思うんですね。 

 ところが、実際、今回見通しを示していただきましたけども令和１０年度には 

１学級から６学級以下の学校、それから７から１１学級の学校も相当数があるん

ですね。こういう見込みの中で令和１０年度あたりを想定して、今後、どう対応

していくのかっていうところをしっかりここで協議をして方針をですね具体的に

どういう方向に進んで行くのかを話し合っておく必要があると考えております。 

議長（山本会長）  諮問されてこの学校とこの学校の統廃合はどうかというのでその時その都度考

えてやってきたけれども今後、令和１０年を見据えた場合にやはり、見通しをも

って話すことも必要ではないかというご意見をいただきました。事務局はそのこ

とについてどうお考えですか。 

事務局 

（田口課長補佐） 

 今後の見込み数に応じた統合の方向性について、委員ご指摘のとおりだと思っ

ております。江面第二小、菖蒲南中で今後、上内小学校を含めました義務教育学

校を進めていくわけでございますが、今後減少する小規模校に関しましては、こ

ちらで整理していきながら審議会にご協力いただきながら、進めてまいりたいと

考えております。 

議長（山本会長）  他の委員さんご意見ございますか。 

 ＜ご意見なし＞ 

議長（山本会長）  ご意見ありがとうございました。 

今後、本町小の学校統廃合等の方向性についての議事でございますけれども事

務局で先ほど委員の皆様からのご意見いただきましたけど保護者や地域の方に説

明会を開催して、説明会の内容を本審議会に報告するとのことですので、次回の

審議会において、説明会でのご意見になるかその次になるかはまだはっきり申し

ませんけれどもそういう方向性で審議するということでよろしいでしょうか。 

青山委員 委員の皆様のご意見伺いながら納得していたのですけど、小学校の望ましい規

模とか中学校の望ましい規模とか人間関係作るうえでクラス替えが可能であると

か全体のバランス考えたときに菖蒲地区の中学校が１校になったので、菖蒲地区

の方は、小学校がそれぞれ人数が少なくても中学校に行けばみんなそこでまた新

たな人間関係を取り組めるバランスがある。一方は、小学校でいうと久喜北小な

んかは、中学校までというのを考えたときの他校とのバランスを考え保護者や地

元の意見が一番ですけどもここの委員会の役割かと思いました。 

議長（山本会長）  それでは、この本町小の統廃合についても、次回から審議をするということで

再度よろしいでしょうか。 



 ＜異議なしの声＞ 

５ その他  

議長（山本会長） それでは、そのように進めたいと思いますので事務局では準備をお願いします。 

その他、ご意見等はございますか。 

ないようでしたら、以上で本日の議事を終了し、議長の任を解かせていただき

ます。 

ご協力ありがとうございました。 

司会 

（麦倉主幹） 

 ありがとうございました。 

 今後の会議の開催予定を申し上げます。 

 次回の本審議会第２回会議は、７月下旬から８月上旬頃に開催することを検討

しております。 

 委員の皆様へは、改めてご案内の文書をお送りいたしますので、ご確認いただ

きたいと存じます。 

 事務局からの連絡事項は以上でございます。 

６ 閉会   それでは、閉会にあたりまして、森下副会長からごあいさつをいただきたいと

存じます。よろしくお願いいたします。 

森下副会長  委員の皆様、慎重なご審議ありがとうございました。本日は、小林小学校及び

栢間小学校の通学区域の変更、また適正規模・適正配置に関する基本方針の見直

しと現在の状況に対応した変更の審議がございました。共に統廃合の基準となる

ものでございますので、とても大切で重要な見直しであったと思います。事務局

に置かれましては、次回のご審議での準備の方よろしくお願いします。 

 次に、本町小学校の統廃合等の方向性につきましてですが、我々委員は子ども

たちのことを第一に考えて、また子どもたちの教育環境ですとかより良い教育環

境を構築することを第一に考えての審議が一番大切であると本日はひしひしと再

確認したところでございます。 

 事務局におかれましても本当に調整とかまた、保護者、地域の皆様への丁寧な

説明会など大変だとは思うんですけれども、子どもたちのことを第一に考えてや

っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

司会 

（麦倉主幹） 

 ありがとうございました。 

 以上をもちまして、令和４年度第１回久喜市立小・中学校学区等審議会を閉会

とさせていただきます。 

 本日はありがとうございました。 
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