
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（増田係長） 　ただ今から、平成27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、18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（増田係長） 　続きまして、西崎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。

西崎会長 　今回は３回目の審議会でございます。それぞれお忙しい中、お集まりいただ

きましてありがとうございます。本日は締めくくりの会議となりますので、審

議のほどよろしくお願いします。

司会（増田係長） 　ありがとうございました。

３　議事

司会（増田係長） 　次に、議事でございますが、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、西崎会長に議長をお願いしたいと思います。会長、よろしくお願

いします。

議長（西崎会長） 　はじめに、議事録署名人についてでございます。名簿順で斉藤委員を指名い

たしますので、よろしくお願いします。

　さて、本日の議題の答申書（案）についてでございますが、事務局から事前

に答申書（案）が送付されたと思いますが、改めて事務局から説明をいただき

たいと思います。よろしくお願いします。

事務局

（落合主幹）

　事務局から答申書（案）の説明をさせていただきますが、その前に１点、前

回の審議会の中で、「太東中学校では、保護者からの申請により、ほぼ100％

自転車通学が認められているが、今回の審議の対象となっている区域が太東中

学校の区域になった場合でも、同じような対応となるのか」というご質問でご

ざいましたが、太東中学校に確認したところ、同じ対応になるとのことでござ

いました。ご報告申し上げます。

　では、事務局から、答申書案について、ご説明させていただきます。この答

申書（案）につきましては、前回までの会議における委員の皆様からいただい

たご意見を参考に作成させていただいたものでございます。 

　これまでの審議会では、太東中学校の施設面において問題がなければ、太東

中学校に行きたいという太田小学校の児童、保護者の声を大事にしたいという

ご意見、経過措置として、兄又は姉が久喜東中学校にいる場合は、その弟又は

妹も久喜東中学校に入学できるように配慮してほしいというご意見、また、校

長先生方からは、市内の小中学校では、現在、小中一貫教育を進めていること、

太田小学校、久喜東小学校、太東中学校の３校では、保護者・地域を含めた学

校運営として、コミュニティスクールに向けた研究にも取り組まれていること

などのご意見がございました。これらのご意見を参考にさせていただき、作成
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したものでございます。

　では、はじめに、答申書（案）の全文を読ませていただいたき、その後で、

別紙の「答申書（案）の概要」に沿いまして、説明を加えさせていただきたい

と存じますので、宜しくお願いいたします。答申書（案）をご覧ください。

　＜答申書（案）の朗読（省略）＞

　答申書（案）は、以上でございます。では、次に、別紙の「答申書（案）の

概要」に沿いまして、答申書案について説明させていただきます。「答申書

（案）の概要」とご一緒にご覧ください。

　答申書（案）は、ご覧のとおり、四つ段落から構成されております。まず、

第１段落目では、太田小学校の進学先が久喜東中学校と太東中学校に分かれた

経緯として、太東中学校の大規模化解消のため、太東中学校の学区の一部が、

久喜東中学校の学区に編入されたことについての記述となっております。

　続いて、第２段落目の前半では、現在は、生徒数の減少に伴い、余裕教室が

あるなど太東中学校の大規模化は解消され、今後も生徒数の大きな増加が見込

まれないこと、後半では、保護者へのアンケート結果やこれまでの審議内容か

ら、太田小学校の児童、保護者の多数が、太東中学校への進学を希望している

ことについての記述となっております。

　続く、第３段落目では、現在、太田小学校では、久喜東小学校及び太東中学

校と連携し、中学校区内の小・中学校が「目指す児童生徒像」や「重点目標」

を設定し、その実現を図るために、９年間を見通したカリキュラムを編成して、

それに基づいて行う系統的な教育である小中一貫教育を推進していること、ま

た、学校と地域住民や保護者がともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映

させることで、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え、地域とと

もにある学校づくりの仕組であるコミュニティ・スクールに向けた研究に取り

組んでいることについての記述となっております。

　そして、第４段落目は、上記のことを踏まえ、審議会の結論として、『太田

小学校を平成２８年３月に卒業する児童、言い換えると、現在の太田小学校の

６年生から、進学先を太東中学校に一校に統一することが適当である』と致し

ました。

　なお、「答申書（案）の概要」には、※印として、『現在、太田小学校区か

ら久喜東中学校に就学している生徒は、原則として、学区変更に左右されず、

卒業まで久喜東中学校に就学する』とありますが、この「原則として」とは、

久喜市立小中学校通学区域に関する規則の第４条にございます「久喜市教育委

員会は、保護者からの願い出により前２条に規定する就学すべき小学校又は中

学校に就学することが、心身の故障その他の事情により著しく困難と認められ

る者については、その就学すべき小学校又は中学校の属する別表第１の地区の

欄又は別表第２の地区の欄と同一地区において、その就学すべき小学校又は中

学校以外の小学校又は中学校に就学することを許可することができる」という

規定に対応するものでございます。

　また、次の附帯意見は、経過措置に関するものでございます。これは、経過

措置をとらない場合、兄弟姉妹で太東中学校と久喜東中学校に分かれてしまう

問題に対応するもので、附帯意見として『太田小学校区の児童が中学校に入学

しようとするとき、平成２８年４月１日時点で、現行の通学区の規定に基づき、

太田小学校区から久喜東中に就学している兄・姉がいる場合は、久喜東中に入

学させることを配慮する』といたしました。このことにつきましては、「答申

書（案）の概要」の下に経過措置として載せた表をご覧ください。表の下に※

印が２つございますが、２つ目の※印に、「現太田小５年の児童に、久喜東中

１学年に兄・姉がいる場合は久喜東中への入学が可能だが、２又は３学年に兄、

姉がいる場合は入学できない。」とあるように、現在、太田小学校に在籍して
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いる児童が太田小学校を卒業し中学校へ入学する際、その児童の兄、又は姉が、

久喜東中学校に在籍している場合は、久喜東中学校に入学できるというもので

す。

　事務局からの説明は以上でございます。ご審議、よろしくお願いいたします。

斉藤委員 　今、説明されましたが、私たちは「答申書（案）の概要」しかないのです。

今、説明された文書はいただいていないのですが。

事務局

（落合主幹）

　答申書（案）の説明に当たって、答申書（案）には書いておりませんが、そ

の根拠となるものとしての説明を加えさせていただいたものです。

議長（西崎会長） 　答申書（案）の概要について、その文言をそのまま説明するのではなくて、

付け加えた部分があったということですよね。それでいいですかということな

のですが。

斉藤委員 　私はちょっとおかしいと思っています。あくまでも概要ですから、今読まれ

た文章が私は見たいのです。それが聞き流しでいいのかというのを確認したい

のです。

議長（西崎会長） 　事務局の説明と答申書（案）の概要を合わせたときに、この答申書（案）の

概要だけで、今説明した内容が入っていると考えるか、今説明した内容まで周

知し、皆さんで話し合いをするのかということですが、いかがでしょうか。

田口委員 　特に問題はないと思います。前回までの会議の中で十分練られた内容が書面

になっていると理解しますので、特に付随する資料も必要ございませんし、手

元にある資料で十分に私たちは理解できるものと思います。

斉藤委員 　事前に配布してた答申書（案）の概要について、今日、修正したものが配布

されましたが、どこが修正されているのか教えていただけますか。

事務局

（落合主幹）

　修正部分につきましては、一番下に※印が２つございますが、事前にお配り

した文章の中では、※印の２つ目について、「現太田小５年の児童に、久喜東

中１学年に兄・弟」となっておりますが、そこの「弟」の部分が「姉」に変

わっております。また、その後の文に「いる場合は久喜東中への入学が可能だ

が、２又は３学年に兄、弟」とございますが、ここの「弟」が「姉」に変わっ

ております。

斉藤委員 　分かりました。

議長（西崎会長） 　先ほど田口委員さんから今までの内容をまとめたものが出されたのだから、

この答申書（案）の概要で説明はよろしいのではないかとのご意見をいただき

ました。ほかにございますか。

　＜異議なしの声あり＞

議長（西崎会長） 　それでは、この内容で答申書（案）が作られていると考えていただければよ

ろしいかと思います。この答申書（案）について、修正等のご意見はございま

すでしょうか。

松本委員 　内容については、十分結構かと思います。表現的なことで少し引っかかった

のですが、一番初めに「太田小学校の進学先である久喜東中学校」とございま

すが、太田小学校に在籍する児童ではないかと思いますので、「太田小学校に

在籍する児童の進学先」とした方がすっきりするのではないかと私は思いまし

た。

議長（西崎会長） 　学校の進学先ではなく、太田小学校の児童の進学先ということですね。

松本委員 　それと同じように、下から３行目にも「太田小学校の進学先」とございます
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から、もし、それでよければ、そちらも変えた方がいいのではないかと思いま

す。言葉の言い方なので皆さんからもご意見をいただければと思います。

議長（西崎会長） 　学校現場の校長先生方いかがでしょうか。「太田小学校の進学先」と「太田

小学校の児童の進学先」ということですが。

穂村委員 　今、松本委員さんがおっしゃったとおりかと思います。

議長（西崎会長） 　「児童」を入れることについて、皆さんいかがでしょうか。

　＜入れた方がいいとの意見あり＞

議長（西崎会長） 　この件については、「児童」を入れることでよろしいでしょうか。

事務局

（落合主幹）

　参考までに申し上げますと、諮問につきましては、「久喜市立太田小学校の

進学先である久喜市立久喜東中学校及び久喜市立太東中学校の学区について」

という表現をしております。

議長（西崎会長） 　諮問の文章が「太田小学校の進学先」とあるので、答申書（案）もそれに合

わせたということですね。

事務局

（赤岩課長）

　ただ今、参考ということで諮問の文章を申し上げたのですが、諮問は教育長

から出ておりますが、答申は審議会の会長からということで、それぞれ文書の

発信元が違いますので、それぞれの文章の表現が違っていても特段問題はござ

いません。あくまでも皆様にご提示しているのは案ということで、ご考慮いた

だきたいと思います。

議長（西崎会長） 　諮問では、「太田小学校の進学先」とありますが、答申書については「児

童」を入れても差し支えないということですが、修正してよいでしょうか。

事務局

（落合主幹）

　それでは、「太田小学校の児童」とするのか、「太田小学校に在籍する児

童」とするのか確認させていただきたいと思います。

議長（西崎会長） 　この点についていかがでしょうか。

松本委員 　「太田小学校の児童」にすると「の」と「の」がくっ付いてしまって変かな

と思いました。「太田小学校に在籍する児童の進学先」となれば、文章の流れ

としてはすっきりするのかなと個人的には思いました。

議長（西崎会長） 　「太田小学校に在籍する児童の進学先」とするのか、「太田小学校の児童の

進学先」とするのか、厳密に言えば在籍する児童となりますが、いかがいたし

ましょうか。

鈴木委員 　答申書（案）の上から５行目に「太田小学校の保護者及び児童」という文章

があるのですが、ここも「在籍する」という言葉を入れると「太田小学校に在

籍する児童の保護者」というように、またひと際文章が長くなってしまいます

ので、私は「児童の」ということでも意味合いが通じると思い、「太田小学校

の児童」としました。

議長（西崎会長） 　「太田小学校に在籍する児童の進学先」とすると中程の「太田小学校の保護

者及び児童」という部分まで変えざるを得ないということを考えると、「太田

小学校の児童の進学先」でよろしいのではないかという鈴木委員さんからご意

見ですが、いかがでしょうか。

田口委員 　十分ニュアンスは伝わりますので、会長に一任いたします。

議長（西崎会長） 　文章が長くならず、できるだけ端的にと思いますので、「太田小学校の児童

の進学先」ということにしたいと思いますが、いかがでしょうか。

　＜異議なしの声あり＞
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議長（西崎会長） 　ほかに修正するところはございますか。

　＜意見なし＞

議長（西崎会長） 　それでは、本日の議事は以上でございますので、これで議長の任を解かせて

いただきます。皆さんご協力ありがとうございました。

司会（増田係長） 　ありがとうございました。これより、答申書作成のため、暫時休憩とします。

再開は、１０時４５分としますので、よろしくお願いします。

　＜答申書作成のため休憩＞

４　答申について

司会（増田係長） 　それでは、再開いたします。

　ただいま、皆様のお手元に答申書の写しをお配りしましたが、会長、ご確認

をお願いします。

西崎会長 　よろしいでしょうか。

　＜意見なし＞

司会（増田係長） 　この後、柿沼教育長に答申書を提出いただきたいと思いますので、しばらく

お待ちいただきますようお願いします。

　＜教育長入室＞

司会（増田係長） 　これより西崎会長から柿沼教育長に答申書を提出していただきます。恐れ入

りますが、会長と教育長におかれましては机の前に出ていただきますようお願

いします。

　＜会長が答申書を読み上げ、教育長に渡す＞

柿沼教育長 　ありがとうございます。

司会（増田係長） 　会長、教育長、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申し上げます。教育長、よろしくお願い

します。

柿沼教育長 　皆様こんにちは。先ほどは久喜市立小・中学校学区等審議会の西崎会長様か

ら、８月７日に諮問させていただきました今般の件について、答申をいただき

ましてありがとうございます。短い期間の中で慎重に審議をいただきましたこ

とに心から感謝を申し上げます。

　元々、太田小学校の子供たちは太東中学校が設立された時に太東中学校に

行っておりましたが、その後の経緯において、久喜東中学校と太東中学校の２

つの学区に分かれるということが続いておりましたが、昨年度、太田小学校の

保護者の方から統一してほしいという要望が出されまして、そのことを受けて

諮問をさせていただきました。そのことも踏まえて、答申をいただいたことに

本当に感謝を申し上げます。

　この会の審議においてもご意見があったようでございますが、ほかにもこの

ような学区があるわけでございますが、色々な協議があったり、地元の皆様方

のご意見等が十分把握できない点もございますので、今後継続していくものと

考えております。

　この学区等審議会では、また新たな諮問をお願いしたいと考えております。

今年の１月に、文部科学省が、「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等

に関する手引き」を改正いたいしまして、私たちに示したところでございます。

その中で、少子化が全国的に進んでおり、本市におきましても小学校が23校、

中学校が11校ございますが、この学校の配置がどうなのかという問題は、難し
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い問題でございます。学校はそれぞれの地域の拠点として、子供たちの教育だ

けでなく、色々なことでその存立があるわけでございますので、単に子供の数

が少なくなったからということで、どうこうということは、一概には私たち行

政としてもできないものでございます。ただ、大事なことは、子供たちの教育

にとってどれくらいの規模が必要なのか。１学級の人数がどの位少なくなると

教育的な課題が生じるのかということを踏まえて、色々な立場でご意見を賜り

たいということで、少し間を置いて諮問をさせていただきたいと思っておりま

すのでお願い申し上げます。

　本日いただきました答申につきましては、早急に教育委員会に諮りまして、

本市の小・中学校の通学区について改正等を進めてまいりたいと思います。皆

様方からいただいたご意見を十分踏まえながら、方向を見定めたいと思ってお

ります。

　本当にお忙しい中、慎重にご審議いただきましたことに御礼を申し上げまし

て、私のあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。

司会（増田係長） 　ここで、大変恐縮ではございますが、教育長は、他の公務のため、退席とさ

せていただきます。

　＜教育長退席＞

司会（増田係長） 　今回諮問させいていただいた案件につきましては、本日をもって終了でござ

います。皆様ありがとうございました。なお、ご提出いただいた答申書につき

ましては、この内容を基に、平成２８年４月からの学区変更に向けた手続きを

進めさせていただきます。

５　閉会

司会（増田係長） 　閉会にあたりまして、金子副会長からご挨拶をいただきたいと存じます。金

子副会長、よろしくお願いします。

金子副会長 　西崎会長様をはじめ、委員の皆様がそれぞれの立場でご意見をいただきあり

がとうございました。無事、答申ができたことに、副会長としても感謝を申し

上げます。先ほどの教育長の話ですと、これで終わりではなく審議会も続くと

いうことですので、それぞれの立場でまたご意見をいただければと思います。

この３回の審議会では、色々とご協力ありがとうございました。

司会（増田係長） 　以上を持ちまして、平成27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。

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためここに署名する。

　平成２７年１０月１９日

　　　　　　　　　　会　長　　西崎　道喜

　　　　　　　　　　委　員　　斉藤　駿
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