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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３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、１７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１人でございますので、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、おはようございます。 

また急に肌寒くなってきましたけれども体調はいかがでしょうか。外国人の入

国の緩和とか全国で旅行支援とか始まって人との行き来がコロナの前まではいき

ませんけれども活発になってきたのはいいこととは思いつつ、昨日になって都内

のコロナ感染者がやや前よりも増えたということもありまして、感染に気をつけ

ながらウィズコロナで新しい生活様式を私たちが過ごしていかなければと思いま

す。さて、本日は議題１件でありますけれども、委員の皆さんは本日もよろしく

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。 

次に、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

願いしたいと存じます。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、名簿順で松本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、本日の議事の（１）「久喜市立本町小学校の学校統廃合等の方向性

について」、過日、久喜北小学校区と本町小学校区の行政区長に向けて説明会を

実施した際の報告と伺っております。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

事務局 

（田口補佐） 

それでは、議事の（１）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。 



資料１をご覧ください。 

令和４年９月１日に本町小学校区及び久喜北小学校区の行政区長を対象に「久

喜中学校区の適正規模・適正配置に係る説明会」を実施したところでございます。 

説明会では、令和４年６月下旬から７月上旬に開催した本町小学校と久喜北小

学校の保護者を対象とした説明会と同様に、参考資料１から３に基づき、学校の

小規模化によるメリットと課題、久喜中学校区における今後の児童数の見込みな

どについて説明し、「久喜北小学校と本町小学校を統合し、新校の位置を本町小

学校の位置に設置する」ことを教育委員会としての統合案をお示ししたところで

ございます。 

説明後に、参加者からご意見やご質問をいただきました。主な内容としまして

は、新校舎の建設にあわせて防災倉庫や避難所としての機能の充実、統合の方向

性の早期決定、統合の検討に関わらず雨漏り等への対応などのご意見や今後のス

ケジュールについてのご質問などをいただいたところです。 

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、久喜市立本町小学校の学校統廃合等の方向性について、

対象となる小学校区の行政区長１８名にご参加いただき説明会を開催し、その際

の質疑応答についての報告がありました。 

ただいまの報告に対して、委員の皆様からご意見をいただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

中村委員 資料１の２で主な意見や質問の概要でポチ案①で始まっていますが、ポチと矢

印の標記について、Ｑ＆Ａの方が分かりやすいのではないでしょうか。 

議長（山本会長） 見る読む人が分かりやすいとのことですが、事務局いかがでしょうか。 

事務局 

（田口補佐） 

今後、分かりやすい標記となるよう検討してまいります。 

議長（山本会長） 他の委員いかがでしょうか。 

中村委員 ９月１日に開催した中央公民館での説明会において、事務局で感じた全体的な

雰囲気をぜひお聞かせください。 

事務局 

（田口補佐） 

 関係区長にお集まりいただき、雰囲気としては皆様、本町小学校の校舎の状況

や久喜北小学校の児童数が減ってきていることは認識していただいており、早期

に統合の話しを進めた方が良い、雨漏り等への対応について意見をいただいたと

ころでございます。 

議長（山本会長）  ありがとうございました。 

その他はいかがでしょうか。 

堀井委員 この後どうなっていくのが良いのか方向性が分かりづらい状況であります。久

喜北小学校が小規模化に向かっているといいながら、参考資料２を見ると児童数

の見込みが１３０人から１４０人前後であります。喫緊の問題とは言えないので、

統廃合するにしてもどのくらいの時期に考えているのか大規模改修で統合するの

か分かりません。いつ頃を目安に大規模改修にするのか、全面改修するのか本町



小学校の場所に新しい校舎を建てて統廃合していくのか考えを教えていただきた

い。 

事務局 

（関口課長） 

今後の方向性については、本町小学校と久喜北小学校の保護者に対しましてア

ンケートを実施させていただきながら方向性を決めていきたいと考えてございま

す。令和４年９月１日に開催した説明会に先立ちまして、久喜中学校区の代表者

での懇談会では、基本的には新校の位置は本町小学校の場所が良いのではという

ご意見をいただきましたことから、その意見を基軸に考えてございます。また、

統合するのであれば、大規模改修ではなく新しい校舎を建ててほしいとのご意見

をいただいたところでございます。これからの検討課題ではございますが、地元

の方からいただいたご意見ということもあり、十分考慮しながらこれから検証し

てまいります。 

議長（山本会長） 堀井委員から発言があったのは、そこが決まっていないとどうなのだろうかと

か、どういう方向性で行くのかについて知りたいという趣旨でございましたがそ

ういったことも含め、今後の進め方にも関わってくることから保護者に説明をす

るにあたり、他にご質問ありますか。 

青山委員 参加人数が区長を対象にとありますが、説明会の対象人数と参加人数について

教えていただきたい。 

事務局 

（田口補佐） 

 対象人数が２７名で１８名の参加でございました。 

青山委員  説明会に参加された区長が皆さん前向きに検討されていることから、区長は地

域の代表者であり概ね報告書の内容であれば次のステップに進んでいただきたい

と思います。 

議長（山本会長）  ありがとうございました。 

 他にご意見ありますか。 

松本委員 ６月の補正予算で計上した雨漏り全面改修については既に実施しているのでし

ょうか。 

事務局 

（田口補佐） 

 雨漏りの防水改修工事については担当課に確認したところ、設計業務を進めて

おり、業務委託は完了しておりませんが、防水工事については、先行して設計業

務を完了させ、その後速やかに工事を発注する旨確認しております。また、本町

小学校の正門の前にある普通教室棟の屋上部分については、現在、改修工事を施

工しており年内に完了する予定でございます。 

松本委員  工事の騒音で課業日には施工できるのでしょうか。 

事務局 

（田口補佐） 

屋上のため、騒音や粉塵など授業に影響がある工事は、土日等で施工すると思

われます。騒音等が発生しない場合は、課業日でも工事は可能だと思われます。 

松本委員 資料１の案①の本町小学校と久喜北小学校を統合し、新校の位置を本町小学校

の位置に設置することについて、統合する場合には新校舎を整備するという基本

的な案を示したと思うのですが、新校舎の工事期間中は子どもたちを他の場所に

振り分けるのでしょうか。 



事務局 

（田口補佐） 

新校舎建設の場合については、既存の校舎を壊してから校舎を建設するのかや

建設する位置の問題等があり、例えば既存校舎で授業を行いながら、現在の校庭

の位置に新校舎を建てるのであれば、工事期間中も既存校舎で授業を行うことが

できます。既存校舎を解体してから新校舎の建設となると、仮設校舎とか他の位

置に振り分けることになると考えられます。案の一つとして校庭の位置に新校舎

を建設後、新校舎に移動し、その後、既存校舎を解体する進め方もございますが、

建設にあたる具体的な施工手順等については今後、検討していくこととなります。 

松本委員 騒音等含めて、既存校舎を校庭の位置に新しく校舎を建てるとなった場合につ

いて支障がないということですね。 

事務局 

（田口補佐） 

施工にあたっては、注意しながら施工することになります。 

議長（山本会長） 他にいかがでしょうか。 

内田委員 そもそものところから疑問を持っており、校舎の改修とか新しい校舎をどこに

建てるとか以前に、この統合が本当に本町小学校や久喜北小学校の児童、地域に

とって良いことなのかどうかを検討する場であると考えます。全て校舎とかの改

修に絡んでおり、別に考えるべきではないでしょうか。統合することが子どもた

ちにとって良いのかどうかをきちんと考え、それが良いとなれば、保護者や地域

に説明していかないと、校舎の改修があるから統合の話が出てくるのは、良くな

いことだと考えます。 

事務局 

（田口補佐） 

統合に関しましては学校の小規模化の課題を解消するため、統合の方策があり、

本町小学校の老朽化を解消したいと考えていたところですが、久喜北小学校の児

童数の減少が見込まれることから、将来的な統合を考えたうえで、有効な投資を

するため、先ずは統合する場合の新校の位置を決めて、決まった後に将来的に統

合が必要となった場合について、統合の時期を考えてまいります。 

議長（山本会長）  前回のご意見にもあった通り統合の趣旨、目的、そして校舎の改修、改修の時

期についてお示しするときに分かりやすくお示しした方がというところが委員さ

んの今までの質問の趣旨ではないかと思います。 

 他の委員いかがでしょうか。 

松本委員  今までの議論が統合ありきでは考えておりません。子どもたちにとって、学校

は安心・安全な場所でなければなりません。その観点から考えて、本町小学校の

施設設備について非常に危険な箇所があり、子どもたちにとって快適な施設では

ありません。何でもなければ本町小学校と久喜北小学校の少子化に向けてどうす

るかという観点でよいのですが、施設設備の問題が出てきたことから、話のメイ

ンとなっているが、議論の根本は、本町小学校と久喜北小学校の子どもたちにと

って十分話し合いは出来ていると思います。子どもたちにとって改修なり新校舎

なりの考えが出ております。 

議長（山本会長）  ご意見ありがとうございました。 

 さて、ここで事務局に確認しますが今後の進め方をどのように考えていますか。 



事務局 

（田口補佐） 

 今後につきましては、１１月下旬から１２月上旬に実施予定の授業参観・懇談

会の機会を捉えて、保護者との意見交換の場を設け、頂いたご意見を参考に１２

月下旬または１月上旬を目途にアンケート調査を実施してまいりたいと考えてお

ります。 

 アンケート調査の対象は、本町小学校と久喜北小学校の保護者とし、家庭数で

実施いたします。 

 内容といたしましては、「本町小学校と久喜北小学校が将来的に学校の統合を

実施する場合の新校の位置を現在の本町小学校とすることについて」の賛否を伺

ってまいりたいと考えております。 

 なお、アンケート調査実施時には、説明会等に出席出来なかった保護者の方も

いらっしゃるかと思いますので、教育委員会の考え方をまとめた資料を同封する

予定です。 

 また、前回もご説明いたしましたが、あくまで将来的に統合が必要となった場

合の新校の位置を決めるための検討となりますので、現時点で具体的な統合の時

期等はお示しいたしません。 

 統合が必要となった際には、改めて本審議会に諮問を行ったうえで、保護者や

地域の方々にご説明する機会を設けて時期等についてお示しするものと考えてお

ります。 

議長（山本会長）  事務局より今後の進め方について説明がありました。 

 委員の皆さんから何かご意見等ございますか。 

中村委員  現在の久喜市小中学校の学校数について、将来人口動態のうえから考えて維持

可能か考えを伺いたいです。 

議長（山本会長）  事務局いかがでしょうか。 

事務局 

（田口補佐） 

 久喜市に限らず、全国的に児童生徒数は減少していくものと考えております。

小規模化が顕著な学校については、統合を進めて行きたいと考えてございます。

アセットマネジメント推進の観点からも計画的に減らしていく方向性が示されて

おり、現状のままで行くことはないと考えております。 

議長（山本会長）  現状のままで行くことはないということですね。 

その他にございますか。 

中村委員 マイナンバーカードの制度等、世界はどんどん進んでいる中、日本だけが取り

残されている。遠慮せずに久喜の教育は、先進的な久喜市を目指すのであれば、

今まで着実に目標を達成してきていることから、その方向性に自信をもっていた

だきたい。今の方向性で目指す学校のあり方について、達成していただきたい。

日本で最初の義務教育学校は、２０年以上前の２０００年に広島県の呉市で初め

て開校しました。現在、進めていることについては今後も自信をもって進めてい

ただきたいです。 

議長（山本会長） ありがとうございました。 

 将来のことを考えて進めてほしいとのことでした。 

他の委員いかがでしょうか。 



鈴木委員 今後の進め方について、将来的に合併ということで時期を示さないとありまし

たが、これまでは全て時期を示しての説明でしたが、時期を示さない理由を教え

てほしい。 

また、小中一貫校という鷲宮のモデルができたことから検討を行ったのかどう

か教えてほしい。 

議長（山本会長） 小中一貫の義務教育学校の検討を行ったのか、統合の時期を具体的に示さない

理由についてお聞きしたいとのことでした。 

事務局より説明お願いいたします。 

事務局 

（田口補佐） 

時期を示さないことについては、本町小学校の老朽化に対応するため将来的な

統合先として、先ずは新校の位置を決めてから、本町小学校が新校の位置と決ま

れば、その後、大規模改修か新校舎を建てるのか時期等を考えているため具体的

な統合の時期を示せないところでございます。 

義務教育学校の検討については、鷲宮西中学校区における義務教育学校につい

て、審議会で委員の皆様にご審議いただき教育委員会として決定したところでご

ざいますが、久喜中学校区においては、検討はしましたが久喜中学校の中に久喜

中学校、久喜小学校、本町小学校、久喜北小学校の児童生徒を受け入れられる校

舎を建てるとしてもスペースに限りがあり難しいことから小学校同士の統合とし

たところでございます。 

議長（山本会長）  他にございますか。 

松本委員  統合するかどうか決まってから、大規模改修か新校舎かという話でしたが、本

町小学校と久喜北小学校は統合するかどうかという視点で話し合う必要があると

いうことですか。 

事務局 

（田口補佐） 

 先ずは統合した場合の新校の位置を決めさせていただきたいと考えてございま

す。決定後、学校の校舎をどのようにしていくのか、併せて統合の時期について

いつを目途にしていくのかと考えてございます。 

松本委員 統合するかどうかをこの審議会で決めるのではないでしょうか。 

事務局 

（田口補佐） 

 統合が必要になった時には、改めて審議会に諮問させていただきます。 

松本委員  統合するかどうかが先の話ではないか。 

事務局 

（田口補佐） 

 統合した場合の新校の位置について現在ご審議していただいております。 

松本委員  統合しなければ審議しなくてもよいのでしょうか。 

事務局 

（関口課長） 

 委員のご指摘ごもっともであります。今回の諮問については、非常に分かりに

くい点がございまして、本来であると学校統廃合は、子どもたちの人数が減って

きて望ましい教育ができなくなることから学校統廃合の考え方が大前提にあると

考えます。本来は、校舎の老朽化の問題は別の問題であると考えております。し

かし、今回は本町小学校の校舎の老朽化の問題と久喜北小学校の人数の減少が将

来的に統廃合の対象になることが見込まれ、本町小学校の位置に新しい学校を設



置するのか久喜北小学校の位置に新しい校舎を設置するのかとなった場合、仮に

久喜北小学校の位置に統合後の新校舎を建てた場合に、本町小学校の校舎を大規

模改修したにも関わらずその後、新校舎の位置が久喜北学校となってしまった場

合、有効な投資という点から見るとなぜ多額のお金をかけたのかという問題にも

なることから、統合した場合には、どちらの位置にするかどうかを先ずは決めさ

せていただきたいと考えてございます。人数が減ってきた段階で統合の是非を考

えることが前提にありますことから、校舎の改修を考えた際に先ずは統合後の新

校の位置を考えさせていただきたいことから、ご理解ご審議いただきたいと存じ

ます。 

議長（山本会長）  堀井委員や内田委員、松本委員と皆さん委員の中に統合と新校と時期のこと統

廃合について検討する会議のため、混乱することかと思います。今回は非常に特

別な場合で新校とした場合にはという点で、どこの時点まできたら統合の時期と

か示せるのかを説明会において保護者から意見が出るかもしれませんので統合と

新校の位置と大規模改修の話が入り組んでおり、もう少し分かりやすく説明する

必要があるのではないでしょうか。 

 他にいかがでしょうか。 

松本委員  大規模改修にするのか新校の設置かと話がありましたが、大規模改修にした場

合、将来的に久喜北小学校の児童が減少してきた際には、久喜北小学校の児童を

全て本町小学校に受け入れられるのか。 

事務局 

（田口補佐） 

本町小学校が新校の位置になった場合、統合した全児童を受け入れられます。 

松本委員 大規模改修にするのか、新校設置にするのか費用対効果を考えて、新校が久喜

北小学校となると無駄になる。統合しても新校の位置は本町小学校であるという

考え方である。予算をかけるのであれば今後、予算を無駄にしないため統合をど

うするのかという話であれば本町小学校に統合するしかないということですよ

ね。 

事務局 

（田口補佐） 

その通りでございます。 

議長（山本会長）  改めて確認で事務局より説明お願いします。 

事務局 

（齋藤担当主査） 

 統合の検討については、保護者のご意向を確認して委員の皆様にご審議してい

ただいておりますが、その結果によっては統合しないという選択肢になることも

ございます。久喜北小学校の位置に新校舎の設置は難しいと考えており、本町小

学校の児童を久喜北小学校に全部入れることは現実的に難しいところです。統合

の場合の新校の位置は、本町小学校で良いかについて賛否を伺おうとしてござい

ます。教育委員会の案としてお伝えさせていただいているのは、将来的に統合が

必要となった場合に新校の位置は本町小学校の位置が望ましいと考えておりま

す。本町小学校の位置で進めてよいとの話になりましたら、大規模改修にするの

か、新校の設置にするのか比較検討してまいります。まだ６学級が見込まれる段

階でもその時点で統合しようと意見が出てくるのか、まだそれぞれの学校で独立



してやっていこうとなるのか、それによって統合の時期が変わってきますので現

時点でお示しすることが難しいものでございます。新校舎の建設となった時に新

しい校舎を建てるのであれば新校舎のある学校にみんなで行こうと機運が高まる

のか、今後改めて審議会にお示しさせていただき、その中でご審議いただきたい

と思います。そのため、統合の必要はないとなるのか現時点ではお示しすること

が難しいところでございます。 

議長（山本会長）  事務局より説明がありました。 

いかがでしょうか。 

松本委員  アンケートの結果を見ながら、その結果に基づいて審議すると思いますが、大

規模改修か新校舎の建設など審議会として本町小学校の方向性について、意見を

集約することでよいのでしょうか。 

事務局 

（田口補佐） 

 アンケートについては、大規模改修なのか新校舎の建設なのかは問わないとこ

ろでございます。新校の位置がどちらがよいか問うもので、本町小学校が新校の

位置でという意見が多数であれば具体的な検討を進めてまいります。 

 アンケートでは、あくまで保護者に大規模改修か新校のどちらが良いかについ

ては問わないものでございます。 

松本委員  統合する場合には、保護者は何を基準に判断するのか。 

 アンケートについては、統合するかどうかの方向性が見える。統合が先に来る

ということでよいのか。 

議長（山本会長）  皆さん統合と新校の建設か大規模改修なのかとその時期について、どの様な順

番でどの様に説明したら一番分かりやすくということがあると思いますが、統合

が必要になった場合の新校の位置を決める説明会とアンケートの中で前回の報告

を見ると、保護者も私たちも直ちに統合するのではとか時期がいつなのかの方に

考えが及んでしまいやすいところがございます。その時、大規模改修ならいつ実

施するのか、改修はどの程度行ってもらえるのかとなってしまうのは致し方ない

のかと思います。将来的な新校の統合が必要となった場合に前回の報告を見ると

統合の時期、改修は統合が必要になった場合の位置を先ずは決めたい。分かりや

すく順序だてて説明して、アンケートを実施していただければと思います。 

堀井委員  劣悪な環境に本町小学校があるならば、大規模改修は直ちに対応するべきです

よね。もし統合を考えると１０年以上かかりますよね。久喜北小学校１８０人く

らいいて将来的に１３０人になるといってもまだその時点で統廃合を真剣に考え

るような人数ではない。本町小学校が劣悪な環境にあるため、すぐに大規模改修

か新校舎を建てるかして子どもたちの学習環境を良くするためのどちらかだと思

います。 

 久喜北小学校は、本町小学校が１，０００人以上になったことからから分かれ

た。本町小学校の前は、久喜小学校であった。また、小中連携の一貫校になるの

か。 

 他の学校の方が児童生徒数が少ないところがたくさんある中、そちらを審議し

ていくべきではないでしょうか。 



事務局 

（齋藤担当主査） 

 委員のご指摘ごもっともであります。新校の位置が本町小学校となれば、大規

模改修なり新校舎の建設を速やかに進めてまいります。統合まで大規模改修しな

いというわけではございません。新校の位置が本町小学校となれば速やかに校舎

等の手直しを進めてまいります。他地区についても、小林小学校の小規模化につ

いても諮問がされている状況であり同時に進めてまいります。 

議長（山本会長）  他にいかがでしょうか。 

中村委員  少し歩みが慎重過ぎるのではないかと思っております。これまで久喜では、校

舎分離型の小中連携教育やコミュニティスクールに取り組んできたと思います。

その先に目指すところは、将来の小中一貫教育や義務教育学校の設立を目標に取

り組んできたと思います。今後も、目標を達成してくれると期待をもってこの場

に居るし、応援します。画一的な教育をしていては、社会に乗り遅れてしまいま

す。 

教育改革は時間がかかるかもしれないが一気に進めてほしいです。小中連携教

育の目指すところは何だったのかを言いたいです。 

議長（山本会長）  ありがとうございました。 

 他にいかがでしょうか。 

福田委員  以前の審議会において、本町小学校の改修する必要がある場所について、写真

を見させていただきました。その後、天井のクラックとか現状どうなっているの

かお聞きしたい。 

事務局 

（田口補佐） 

 個別具体的に確認はしておりませんが、一部は修繕等対応していると聞いてお

ります。 

福田委員  PTA代表して保護者を代表してこの審議会に参加しているのだが、先ほどから聞

いていて予算の問題等があると思うが、改修するしないと統合の問題は別と考え

ている。保護者としてどうなのかと思います。この審議会の場でどの程度、改修

しているのかどうか示してもらわないと困ります。この会議の場でしっかり示し

てほしいです。 

議長（山本会長）  大規模改修と現在の改修と誤解があると思いますが、事務局から説明をお願い

します。 

事務局 

（田口補佐） 

 屋上と外壁の改修については、工事にあたっての設計業務を進めております。

内部の天井の穴が開いている個所やクラックなど修繕が必要な箇所については、

担当課の方で順次進めており、なかなか全て一括では難しいところがございます

が事故がないように対応してまいります。担当課にもその旨お伝えいたします。 

議長（山本会長）  今やらなければならないものについては、現在進めているということですね。 

 どの程度進んでいるかどうか心配ということですよね。 

福田委員  一辺にやられてしまうイメージがあり、危険なものはやっていただかないと保

護者としては怖いし、経過を知らせるべきである。会議において資料として写真

を見せた以上は、現在の経過も知らせてほしい。大規模改修とそれは別とされる

と話がおかしいと思います。 



金子委員  基本的に小規模校を何とかしようということで、これまでも江面小学校、上内

小関係と小学校でいうと複式学級が出てきてしまうので、それを解消するために

統合の方が望ましいという流れでありました。今回、久喜北小学校の場合は、将

来的に単学級ということであるが、学区等審議会において無理は承知ではあるが

例えば隣接学区のあまりにも離れていて近くの小学校を通り越して通学している

状況がある場合、新たに組み入れるなどの見直す方法で小規模校を解消する一つ

の方法もあるかと思います。鷲宮地区の学校が久喜の学校に編入する場合、地元

の反対とかあるので難しいと思いますが。久喜北小学校の場合は、将来的に１３

０人で早急に統合しなくてもという意見も保護者や地域の方もあると思います。

本町小学校の件については、安心・安全を何とかしないといけない。本審議会と

しては、将来的にデメリットが大きくなれば統合した方が望ましいと考えます。

現段階では、待っているのか早急に決断を示して方向性を出すのか非常に難しい

のかなと思います。 

議長（山本会長）  統合の場合、学区の見直しとして例えば久喜北小学校の北側の砂原小学校の下

新井地区などそのような考え方もあることについて、伝えていただきました。今

後、統合の意義など考えていく必要があります。保護者の方から質問される場合

もありますので、事務局では分かりやすい説明の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。 

５ その他 

司会 

（麦倉主幹） 

 ありがとうございました。 

次に、その他でございます。今後の会議の開催予定を申し上げます。 

 本審議会の第４回の会議は１月下旬から２月上旬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 

司会 

（麦倉主幹） 

 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。 

副会長 

（森下委員） 

 久喜中学校区の適正規模・適正配置に係る説明会の実施報告の内容、また今後

の進め方の審議でございました。本町小学校、久喜北小学校の統合と改修、また

時期とかなり難しい話でありますが、今後も１１月下旬から１２月上旬に説明会

を開くということですので、保護者の皆様には分かりやすく丁寧な説明をお願い

いたします。毎回お話させていただいておりますが、我々は子どものため安全な

学校教育の構築を一番に考えて行かなければならないなと再確認しております。

事務局におかれましては、保護者や地域に丁寧な説明をしていただければと思い



ます。 

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３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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