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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（井出担当

主査） 

只今から、平成 27 年度第４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。したが

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いたします。（会議途中に傍聴者１名入室） 

 ２ あいさつ 

司会（井出担当

主査） 

次に、西崎会長からあいさつをいただきたいと存じます。会長、よろしくお願

いします。 

西崎会長 皆さん、おはようございます。本日は、第４回久喜市立小・中学校学区等審議

会を開催するにあたり、大変お忙しいところお集まりいただきましてありがとう

ございます。この後、十分なご審議をお願いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 ３ 諮問 

司会（井出担当

主査） 

ありがとうございました。 

 続きまして、教育長から久喜市立小・中学校学区等審議会へ諮問をさせていた

だきたいと存じます。恐れ入りますが、西崎会長におきましては、机の前に出て

いただきますようお願いします。それでは、教育長、諮問をよろしくお願いしま

す。 

 （教育長が諮問書を読み上げ、会長に諮問書を渡す） 

司会（井出担当

主査） 

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、おはようございます。本日は、久喜市立小・中学校学区等審議会に大変

お忙しい中、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。 

 また、昨年は、久喜市立太田小学校の進学先中学校区の案件についてご審議、

ご答申をいただきまして、改めて感謝申し上げます。いただきました答申に基づ

きまして、９月 25 日の教育委員会におきまして、久喜市立小・中学校通学区域

に関する規則の改正の議決をいただきました。したがいまして、現在の６年生か

ら新たな規則に沿って進学することができるようになりました。太田小学校にと

りましては、長年の懸案事項であったと聞いておりましたが、委員の皆様のご答

申に基づきまして改正をさせていただきました。 

 さて、改めて本日諮問をさせていただきました、小・中学校の適正配置・適正

規模についてでございます。昨年１月に、文部科学省は、公立小・中学校の設置

者である市町村教育委員会が、学校統合の適否又は小規模校を存置する場合、こ

れはよく誤解がありますが、統合を進めるための手引ではございません。一方で

統合を進める、一方で小規模校だけど残していく場合の充実策をまとめたものを

私どもに示したものでございます。正式な名称は、「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」で、文部科学省が各市町村の教育委員会に対



して示されたものでございます。 

全国的に少子化が進んでおりますが、本市におきましても、児童・生徒数が、

徐々にではございますが減少傾向にございます。したがいまして、学校によって

は小規模化が進んでいる現状がございます。一方で大きくなっている学校も市内

にはあるのですが、そのような現状にございます。これらのことを踏まえ、教育

委員会では、今後の児童生徒のより良い教育環境の整備と教育の質のさらなる充

実を目的とした学校の適正規模及び適正配置を推進するための基本方針を策定す

ることが必要であるということで、本日諮問をさせていただいたところでござい

ます。 

学校は、児童生徒の能力を伸ばしつつ、社会的自立の基礎、国家・社会の形成

者としての基本的資質を養うことが目的であることは言うまでもございません。

したがいまして、単に教科等の知識や技能を習得させるだけでなく、児童生徒が

集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通

じて思考力や表現力、判断力、問題解決能力などを育み、社会性や規範意識を身

に付けることが重要であります。そのためには、どの程度の規模、あるいは少な

くともどの位の児童数、生徒数が必要であるかということを踏まえまして、ご検

討いただければと思っております。 

現在、本市では、国が定めている標準学級数を下回る小規模校が、小学校では

23 校中 11 校、中学校では 11 校中６校、合計で 34 校中 17 校ございます。今後

も児童生徒数は減少傾向でございます。そのような中で、先ほど申し上げました

児童生徒が集団の中で切磋琢磨していくこと、社会性を高めていくことに課題が

出てくるものと私共も心配をしているところでございます。 

学校は地域コミュニティの拠点であり、また多くの学校が避難所にも指定され

ておりますので、防災の拠点でもございます。そのような学校の持つ社会的な意

義、あるいはそれぞれの地域の中での存在の意義ということも十分考慮していか

なければならないと考えておりますが、あくまでも学校は、子どもたちのために

ある学習の場でございますので、子どもたちにとって、より良い教育環境とはど

うあるべきかということを審議の中心に据えていただけると、私共としてはあり

がたいと思っております。そのような思いもございますが、どうか、忌憚のない

ご意見をいただき、答申をいただければと考えております。 

これは大変重い課題でございますので、審議にあたっては色々な声が私共に寄

せられるということは十分承知をしておりますが、委員の皆様方のご見識の基に

審議をしていただければと思っております。この後、事務局から説明があるかと

思いますが、いわゆる小規模校という、国が定める標準学級数を下回る学校はか

なりあるわけでございます。これらを全部どうこうできる話ではございませんの

で、皆様方からいただいたご意見を基にして、教育委員会でも十分このことにつ

いて考えてまいりたいと思います。また、それぞれの学校の現状をよく把握し

て、状況を認識し、進めていくことも大事だと思っております。大変難しいこと

が多いのではなかろうかと思いますが、ご審議をよろしくお願い申し上げます。 

司会（井出担当

主査） 

ありがとうございました。ここで、大変恐縮ではございますが、教育長、教育

部長は、他の公務のため、退席とさせていただきます。 

 （教育長・教育部長退席） 

司会（井出担当

主査） 

ここで、委員の皆様には諮問書の写しを配布させていただいております。 

 ４ 議事 

司会（井出担当

主査） 

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） 

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します。はじめに、議事録署名人でござい

ますが、名簿順で細川委員を指名しますので、よろしくお願いします。 

それでは、本日の議題である「久喜市立小・中学校の適正規模・適正配置基本

方針について」事務局から説明をいただきたいと思うのですが、説明を分けて、

ご意見をいただきたいと考えております。最初に基本方針の骨子（案）とスケ

ジュールについて説明をお願いします。 

事務局 

（落合主幹） 

事務局からは、はじめに、本日の諮問に対する答申の基礎となる適正規模・適

正配置の基本方針の骨子（案）と本審議会のスケジュールについてご説明いたし

ます。資料の中で、両面刷りで片面に「久喜市立小・中学校の適正規模・適正配

置基本方針骨子（案）」、反対側の片面に「久喜市立小・中学校学区審議会の今

後のスケジュール（案）」という資料をご覧ください。 

はじめに、基本方針の骨子についてでございます。今回の諮問は「久喜市立

小・中学校の適正規模・適正配置の基本方針について」でございますが、「適正

規模・適正配置の基本的な考え方」については、例えば、学校が著しく小規模化

した場合には、学校教育や学校運営に影響を及ぼすことが懸念されることから、

本市として望まれる学校規模について検討する必要があり、また、望まれる学校

規模の実現に向けた学校の適正配置に関する基本的な考え方についてもご審議し

ていただきたいと考えております。また、「適正規模・適正配置の具体的な進め

方」については、適正規模・適正配置の基本的な考え方に基づき、各学校間の教

育水準の均衡を保持し、より良い教育環境の創造に向け、実存する様々な課題解

決のための小・中学校の適正規模・適正配置の具体的な進め方についてご審議し

ていただきたいと考えております。そこで、答申の基礎となる基本方針の骨子と

いたしましては、ご覧の資料に示しました４つの点、つまり、１点目として、

「市立小・中学校の現状と課題」でございますが、ここでは、市内の児童・生徒

数のこれまでの推移と今後の推計、学校規模の現状と見込み、学校の小規模化・

大規模化に伴う課題ついて、２点目として、適正規模・適正配置の基本的な方針

でございますが、ここでは、適正規模・適正配置の基本的な考え方と学級数や通

学距離などの基準について、３点目として、適正規模・適正配置の推進の手法で

ございますが、ここでは、通学区域の見直しや学校の統合、それに伴う留意事項

について、４点目として、適正規模・適正配置の具体的な進め方でございます

が、ここでは、小規模校及び大規模校に関する適正規模・適正配置について、以

上の４点について、ご審議いただきたいと考えております。 

次に、今後の審議会のスケジュールでございます。裏面をご覧ください。スケ

ジュールといたしまして、本年度は、本日と２月２日の視察研修の２回、視察研

修については、後ほどお伝えいたします。来年度は、４月下旬に第１回目を開

き、５月の保護者等への意識調査結果などを踏まえながら、進捗状況により何回

かの審議を行い、11月下旬には、答申をいただければと考えております。では、

ここまでで、ご意見・ご質問等がございましたらよろしくお願いします。 

議長 

（西崎会長） 

 適正配置・適正規模についての基本的な考え方として、骨子（案）について説

明いただいたところです。具体的にそれぞれの項目はどのような意味があるかと

いうことは、資料の方でこれから説明があると思いますが、基本的にこの４つの

項目を基本に審議していただくという、審議会の方向を示していただいたところ

です。また、それに対するスケジュールということですが、この件について何か

ご質問はございますか。よろしいでしょうか。それでは、事務局の方から資料つ

づり等の説明をお願いします。 

事務局 では、次に別の資料の説明に入らせていただきます。クリップで、１つづりに



（落合主幹） しております表紙に「第４回久喜市立小・中学校学区等審議会 資料一覧」とあ

る資料つづりをご覧ください。 

はじめに、資料１「久喜市の人口、児童・生徒数、学校数の推移」をご覧くだ

さい。１は、「久喜市の人口推移」を示したものでございます。昭和59年度から

本年度までの人口の推移でございます。昭和59年度からと致しましたのは、市内

公立小・中学校の児童・生徒数のピークが昭和59年度であることから対比するた

めにそうさせていただきました。なお、久喜市の人口のピークは、平成22年度

で、その後は減少傾向にあります。２は、「市立小・中学校児童生徒数及び学校

数の推移」を示したものでございます。先ほども申し上げましたが、児童・生徒

数のピークは昭和59年度にピークを迎え、その後は、児童数、生徒数とも減少

し、約30年間で、現在は、ピーク時の約半分となっております。学校数に関しま

しては、現在、小学校23校、中学校11校、合計で34校でございますので、昭和59

年度と比べますと、小学校で１校の減、中学校で２校の増となっており、大きな

増減はございません。 

次に、資料２「久喜市の人口、児童・生徒数の推計」をご覧ください。１は、

平成52年度までの「久喜市の人口推計」を示したものでございます。この推計

は、国立社会保障人口問題研究所が、出生、死亡、国際人口移動について仮定を

設け、これらに基づいて将来の人口などについて推計を行ったものでございま

す。これによりますと、久喜市の人口は、今後も減少傾向にあり、25年後の平成

52年度の人口は現在よりも約33,000人減少するという推計が出ております。２

は、本年度の住民基本台帳に基づき、来年度から６年後の平成33年度までの「市

立小・中学校の児童・生徒数の推計」を示したものでございます。推計では、来

年度以降も、児童・生徒数は減少し、特に児童数に関しましては、平成28年度か

ら平成33年度までの間に約700名の減となることが見込まれます。裏面は、地区

別の児童数と生徒数の推計を示したものでございます。３の児童数に関しまして

は、鷲宮地区がほぼ横ばいに対して、久喜地区、菖蒲地区、栗橋地区が多少の浮

き沈みがあるものの、減少傾向にあり、４の生徒数に関しましては、鷲宮地区が

増加傾向、菖蒲地区はほぼ横ばい、久喜地区と栗橋地区は減少傾向となっており

ます。 

次に、資料３「法令からみた適正規模」をご覧ください。学校の適正規模に関

しましては、ご覧のとおり、上から「学校教育法施行規則」では、小学校、中学

校とも学級数が「12学級以上18学級以下」を標準としており、次の「義務教育諸

学校の施設費の国庫負担等に関する法律施行令」では、「適正な学校規模の条

件」として、「学級数がおおむね12学級から18学級までであること」とされてお

ります。また、その下の「公立小・中学校の国庫負担事業認定申請の手引き」で

は、学級数による学校規模の分類として５分類、「過小規模校」、「小規模

校」、「適正規模校」、「大規模校」、「過大規模校」のそれぞれの学級数が示

されております。 

次に、三つ折りとなっているＡ３の用紙、資料４「平成27年度から平成33年度

までの小・中学校別学校規模の見込み」をご覧ください。この資料は、今年度か

ら平成33までの地区別、学校別の児童生徒数、学級数、学校規模の見込みを、表

面に小学校、裏面に中学校のものを示したものでございます。表の上段に白抜き

で「児童数」「学級数」「学校規模」がございますが、その中の「学校規模」に

関しましては、「○」や「△」で示しております。これは、欄外にも「※印４」

として記載してございますが、先ほどの「公立小・中学校の国庫負担事業認定申

請の手引き」による分類で、過小規模校「５学級以下」に該当する場合は▲印、

小規模校「６学級～11学級」に該当する場合は△印、適正規模校「12学級～18学

級」に該当する場合は○印、大規模校「19学級～30学級」に該当する場合は●印

で表しております。また、小学校の表にある「△単」印は、全学年単学級、つま

り、全学年とも学年１クラスを表わしおり、「△複」印は複式学級を含むことを



表しております。なお、複式学級とは、２つ以上の学年を１つにまとめた学級の

ことで、埼玉県市町村立小中学校学級編制基準により、小学校の場合は、他の学

年と合わせて16人までの時は、これをもって1学級を編成し、但し、１年生を含

む時は８人とするもので、中学校の場合は、他の学年と合わせて、８人までのと

きは、これをもって１学級を編成されるとされているものであります。表の江面

第二小学校の本年度の学校規模欄は、「▲複」となっております。これは、現

在、４年生が６名、５年生が９名、合計が15名で複式学級となることになります

が、実際、今年度は、市費対応の教員が１名配置され、複式学級は解消しており

ます。また、表の下段には、年度ごとに学校規模で分類した学校数を示しており

ます。 

次に、資料５「市立小・中学校の学校規模の現状と見込み」をご覧ください。

この資料は、いま見ていただいた資料４をもとに、今年度、つまり、平成27年度

と平成33年度の小中学校を学校規模ごとに分類し、対比させたものでございま

す。なお、学校名のあとのかっこ内の数字は、学級数を表しております。比べて

みますと、平成33年度には、小規模校は、小学校で11校から13校に、中学校で6

校から8校に増え、大規模校は、小学校で3校から1校に減り、中学校は、0校であ

り、今年度と変わりありません。では、ここまででご質問等がございましたらお

願いします。 

議長 

（西崎会長） 

資料５まで説明いただきましたが、ご質問等はございますか。この時間で見る

資料ですので、細かな視点でとらえることが難しいかと思いますが何かお気付き

の点がございましたらお願いします。 

いずれにしても久喜市の人口の減少は、はっきりしております。それに伴って

児童生徒数も減少しておりますが、地域によって５年間を見通すと増えていくと

ころもあるようです。現状を見ますと、小規模、過小規模校というのが、今後

色々と考えていかなければならない点かと思います。 

資料４を見ていただくと平成27年度から平成33年度までの状況が把握できるか

と思います。これらについては、国の法令等に基づいて、分類整理されたもの

で、これが現状ということになります。ご質問がなければ次の資料に移りたいと

思いますが、気付いた点がありましたら後ほどご意見をいただければと思いま

す。それでは、資料６からの説明をお願いします。 

事務局 

（落合主幹） 

では、次の資料、資料６「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」をご覧ください。この資料は、昨年１月に文部科学省から出された学

校の適正規模・適正配置に関する手引きでございます。この手引きは、各市町村

が学校統合の適否やその進め方、小規模校を存置する場合の充実策等について検

討したり、都道府県がこれらの事柄について域内の市町村に指導・助言・援助を

行ったりする際の、基本的な方向性や考慮すべき要素、留意点等を取りまとめた

ものであり、財政的な支援も含めた様々な方策と併せて地方自治体の主体的な取

組を総合的に支援する一環として策定されたものでございます。また、本手引の

内容を機械的に適用することは適当ではなく、あくまでも各市町村における主体

的な検討の参考資料として利用するものとされるものでございます。 

次に、資料７「手引きと照らし合わせた際の市立小・中学校の現状」をご覧く

ださい。この資料は、先ほどの手引きで示された、学校規模の標準を下回る場合

に、市町村の考え得る対応について、学級数を中心として大まかな目安が示され

ておりますが、それをもとに作成したものでございます。詳しく申しますと、先

ほどの手引き、11ページをご覧ください。11ページの中段に「学校規模の標準を

下回る場合の対応の目安」とございますが、その下の欄に、「小学校の場合」の

「１から５学級、複式学級が存在する規模」の対応として、「おおむね、複式学

級が存在する規模、学校全体の児童数や指導方法にもよるが、一般に教育上の課

題が極めて大きいため、学校統合等により適正規模に近づけることの適否を速や

かに検討する必要がある。地理的条件等により統合困難な事情がある場合は、小



規模校のメリットを最大限生かす方策や、小規模校のデメリットの解消策や緩和

策を積極的に検討・実施する必要がある。」とされています。このように、学級

数によって、その対応方法が違ってくる学級数を基準に、今年度の市内の小中学

校を学級数に応じて分類したものが、この資料７となります。 

最後に、資料８「市立小学校児童の進学先市立中学校及び小中一貫教育一覧」

をご覧ください。この資料は、市内の公立小学校から公立中学校へ進学した場合

の進学先の中学校を表したものです。例えば、鷲宮中学校へ進学する小学校は、

砂原小学校、上内小学校、東鷲宮小学校、桜田小学校の４校であることを表して

おります。また、実線で囲みがございますが、これは、市内各小中学校で取組ん

でおります小中一貫教育の状況を表したものでございます。小中一貫教育とは、

小・中学校が目指す子ども像を共有し、９年間を通じた教育課程を編成し、系統

的な教育を目指す教育であり、現在、市内全小・中学校において、小学校教育と

中学校教育の連続性を踏まえた教育課程を編成し、実践、研究を進めているもの

でございます。 

以上で説明は終わりとなります。ご審議よろしくお願いいたします。 

議長 

（西崎会長） 

資料の６につきましては、文部科学省が手引きとして出されたものでございま

す。少子化に対応した活力ある学校作りに向けて適正規模・適正配置を考えてい

きなさいというものです。内容的には大変難しいところもあるのですが、要は学

区等の見直しをしたり、学校の統合を考えたりして、最終的には子どもたちの教

育環境をどう整えていくかということがこの手引きの中に出ているかと思われま

す。小規模校は小規模校なりにメリットとデメリットがあり、全て統合するとい

うことではないということも出ています。大規模校は大規模校なりにメリットと

デメリットがありますよ、それらを十分勘案して、市町村教育委員会は学校の適

正な配置をしてくださいということで、前提にあるのは学校の統廃合ではありま

せん。それと併せて、資料７を見ますと久喜市の小中学校の現状が出ております

が、１学級から５学級ということについては、適応を速やかに検討すること、困

難な場合は小規模校のメリットを最大限に生かすということで、これに該当する

のが１校あります。６学級の場合には、複式学級になる可能性があり、適否を速

やかに検討し、困難な場合は小規模校のメリットを最大限に生かしていく、これ

に該当する学校が６校あります。７学級から８学級は、適否を含めて今後どのよ

うに変わっていくか検討してください、これに該当する学校が３校あります。そ

れと９学級から11学級は、今後の見通しを十分に考えてくださいということです

ね。12学級から18学級は、今後の動向を考えてくださいというものですね。19学

級以上は、大規模校になりますが、通学区の見直し等を考える必要があると思い

ます。 

中学校の場合、４学級から５学級では、今後の教育環境のあり方を検討し、こ

れもメリット・デメリットがあるだろうけどその辺のことも考えなければならな

い。これに該当する学校が１校。６学級から８学級が３校、９学級から11学級が

２校、12学級から18学級、標準を満たしている学校が５校という状況です。 

全国的なものですが、久喜市においても義務教育の９年間を通して教育を行う

という、小中一貫教育が進められております。図のように中学校区を基に小中一

貫教育を行うということになると、色々と難しいところがありますね。 

久喜地区の場合は、久喜中に久喜小と本町小と北小が全部入る。久喜東中は青

葉小と青毛小が全部入る。太東中は太田小と久喜東小が全部入り、久喜南中も小

学校の卒業生が全部入るということで、一貫教育ができるシステムが現在はでき

ています。他の地区では、菖蒲地区も小学校から同じ学校に入りますね。栗橋地

区と鷲宮地区がいくらか難しいところがあります。 

何かご意見等ございますか。もしなければ、資料等とは関わらないでも結構で

ございます。何か一言ずつご意見や感想等を皆さんにお願いしてよろしいでしょ

うか。今後のこともございますので、今現在考えていること、あるいはこれから



考えていかなければならないことがありましたら、お話しいただければと思いま

す。それでは、大変失礼ではございますが、名簿順で、江森委員さんからお願い

したいと思います。 

江森委員 子どもが中学校に通っており、他の保護者と話す機会もあるのですが、生徒数

が減っているため、私たちが中学生だった時よりも部活動の数が減ってきていま

す。そうしますと、生徒の選択肢が減ってきている部分があり、自分がやってみ

たい部活がないと選ぶことも難しいと感じております。ただ、他の中学校と一緒

になれば部活動は多くなるのですけれども、登校するにあたり、登校時間が長く

なる部分もあるので、なかなか難しいと思います。 

議長 

（西崎会長） 

子どもの数が少なくなると部活の数が少なくなることも問題としてあるようで

すね。折原委員さんお願いします。 

折原委員 前回の案件では、太田小と久喜東小は太東中に行くことになりましたね。現在

の小中一貫教育を見ますと、栗橋南小については栗橋西中に行く生徒と東中に行

く生徒に分かれる。それから同様に鷲宮地区についても地域割でやっているのか

と思いますが、非常に複雑な形になっています。この辺と小中連携と言います

か、一貫教育のまとめがどうなっていくのかなと思うのです。私は東京の高等学

校で中学校と高等学校の連携に関わっていたものですから。今の太田小と久喜東

小と太東中の関係が地域の中で話題になってございまして、地域もサポートする

ような応援団と聞いておりまして。そういう意味では、鷲宮地区が複雑なところ

があるのですね。例えば、私は鷲宮小学校と上内小学校に理科支援員で行ってお

りましたものですから、規模のところを見ますと、上内小学校が２つに分かれ

る、栗橋南小学校の進学先中学校が２つに分かれるということで、この分かれ方

についてその実態は、私は分からないのですが、やはり、太田小と久喜東小が太

東中学校区になるというようなスッキリする連携ができるのではないかなと思っ

ていまして。栗橋地区、鷲宮地区と分けるのではなくて、久喜市全体として通学

区そのものを見直すことも必要ではないかと感じるところがあります。例えば、

栗橋の南の地区については、むしろ桜田地区の方が近いとか。それから、江面第

二小学校は、地域との繋がりが強いと私も感じております。除堀地区というのは

そういう地域で生かしたいなという思いはあるのですが。三箇小も規模的には小

さいですよね、そうすると三箇小学校と江面第二小学校が一つになってもいいの

かなと。すいません、ざっくばらんな意見で申し訳ないですが、そういうことも

感じるのです。旧江面、旧清久という地域を分けなくてもいいのかなと、個人的

な意見としてあります。かつて久喜東小学校ができたときにも、旧太田地区の一

部が久喜東小に通う地区もあったし、旧太田地区の香取についても太田小学校区

でありましたが、久喜北小になったりしたものですから、地域割を見直していく

必要があるのかなと感じております。ただ、江面第二小学校の運動会などを見ま

すと地域との繋がりがすごいしっかりしているところがあるんですよね。あまり

大胆な意見で失礼な言い方もありましたが、そのように感じるときもあります。

以上です。 

議長 

（西崎会長） 

 小林委員さんお願いします。 

小林委員 学級数と生徒数も重要ですけれども、それに縛られることなく、例えば小学校

から中学校に行くときに、昔は久喜の中学校にしても、線路の反対側から来るな

ど、遠くから来ていて大変な時期もあったのですけれども、ある程度、今整備さ

れてきた中で、もう少し、整備するところもあると思うんですね。そういうとこ

ろに足場を中心において、それになおかつ、小規模になっていても小規模は小規

模で残してもいいのではないかという考えもあると思います。そのようなことも

鑑みて、中々難しいのですが、今後考えていけばいいのではと思っております。 



議長 

（西崎会長） 

斉藤委員お願いします。 

斉藤委員 色々と分からないところがあるのですが、例えば、現状で、平成27年度と将来

の33年度を見ると、江面第二小学校に関しては、複式学級としてポイントであげ

られておりますが、小林小学校も平成33年度に複式学級になるであろうと出てお

りますので。現状は、平成27年度、28年度を中心にして、この資料７を作られた

と理解してよろしいのかどうか。 

議長 

（西崎会長） 

小林小の推移ということでしょうか。 

 

斉藤委員 江面第二小学校を選んでいますよね、複式学級として。たまたま江面第二小学

校は、平成27年度から平成28年度が黒い三角となっておりますので、そこで選ば

れたのでしょうけれど、よく見ると小林小学校の場合も、現状は複式学級になっ

ておりませんが、平成33年度には複式学級になるだろうというデータがあります

ので、そういう意味では今の段階では入れ込む必要はないのでしょうけれども、

将来は入れ込まなければならないかなということです。 

議長 

（西崎会長） 

 ５年間を見通していくと、現状では、小林小は複式になるという状況がありま

す。ただ、これはいい悪いではなく、こういう状況になりますよということで見

ていただければと思います。 

斉藤委員 はい。 

議長 

（西崎会長） 

細川委員さんお願いします。 

細川委員 先ほどから色々話を聞きまして、地域と密着しているということも重要と分か

るのですが、やはり子どもが大事だと思いまして、二つ質問があるのですが。江

面第二小さんに申し訳ないのですが、学年別の人数を教えてください。あと、近

隣の分かる範囲で結構なのですが、白岡ですとか、久喜市よりも先に統合とかを

しているところがありましたら、情報を教えていただきたいのですが、よろしく

お願いいたします。 

議長 

（西崎会長） 

学年別の人数ということですね。これは次のときに予定していただければと思

います。 

細川委員 あと、男女比についてもお願いします 

議長 

（西崎会長） 

松本委員さんお願いします。 

松本委員 色々説明をお伺いしまして、適正規模難しい面があるなと思います。例えば、

小規模校は小規模校なりのいいところがたくさんあります。小規模校は特に地域

との繋がり強くて、そこにいなければできないような教育環境があるという印象

を持っております。かと言って、学級編成ができないとすると、いじめがあった

りなんなりで人間関係をどうするのかなという課題もあるのかなという気がしま

す。ですから、一概に全ての学校を適正規模にするのはどうかと思うのですが、

今まで培ってきた歴史がある学校につきましては、小規模校が多いのだと思いま

すけれども、その良さを生かしつつ、どう適正規模に繋げるかというのは難し

く、学級数の数合わせだけではいけない気もしております。あとは、今後どうな

るか分かりませんが、国の方でも40人学級を35人学級にすると言いつつ頓挫して

おりまして、県の方で１年生と２年生だけが35人学級になっていると思うのです

ね。すると２年生が３年生に上がる段階で、３学級が２学級になる弊害もあると

思います。ですから数だけ合わせればいいということではありませんし、県の方

で頑張って35人学級を３年生以降にも増えないのか、財政の面もあるし難しいと



思いますが。学級標準人数がどうなるのかなということと、機械的に通学区を検

討して数合わせをしてもいいのかという疑問もあるので、そのようなところは地

域の現状、あるいは今まで学校が培ってきた伝統、歴史を含めて良さを残しつ

つ、現状子どもたちに不都合がない形で進めていければいいなと思います。以上

です。 

議長 

（西崎会長） 

大谷委員さんお願いします。 

大谷委員 今、ここでいただきました資料の中にもございましたが、地域それぞれの事情

というか、コミュニティ、問題があります。また、今後、編成をするとすれば、

それぞれの歴史と現状を踏まえて、検討していかなければならないと思います。

また、資料とか地図では見えてこないこともありますので、例えば、私は栗橋西

小の近くの佐間に住んでおりますが、そこの事情は分かりますが、菖蒲の事情と

かは分かりづらいものがあります。そのようなことも具体的にどういうものかと

いうことを生の意見として、皆さんからお聞きできれば、より深い審議ができる

のではないかと思います。それから、毎回いただく資料なのですが、他の審議会

でも提案させていただいたのですが、ごそっと資料をいただいてその場で見て判

断していくことは難しい面がありますので、事務局のお仕事を増やしてしまうの

ですが、できれば事前に資料をいただければより深い検討ができると思います。

あと、今回の答申については、個々の学校の問題というよりも、相対的な、こう

いう方向で個々の問題を考えていきましょうということだと思いますので、個々

の問題を踏まえつつも、少し上に立った視点とでもいいますか、この問題を考え

ていければと思います。 

議長 

（西崎会長） 

田口委員さんお願いします。 

田口委員 映画とかドラマのセリフではないですが、事件は現場で起きていて、会議室で

起きているわけではないので、あくまでも当事者である通っていらっしゃる児童

生徒の保護者、地域の方、学校経営に携わるその校長先生の話であるとか、しい

てはそれを統括される市の教育現場を指揮される方の率直なご意見。今日聞いて

いてどういう着地点に到達するのかなというのがある程度見えてこないので、あ

る意味こうしてほしいという、各当事者である現場の児童の保護者、もしくは小

学校であれば、幼稚園ですとか未就学児の親がどうしてほしいのか。変な話、統

合ありきで話をするのであれば、通学までの時間の問題、交通安全の問題とかが

解消できるのかということも含めて、現場の声を重視した形、来週、現場であろ

うと考えられる江面第一、第二小の両校を見る予定があるので、そういったこと

も含めて積極的に現場の声を聞きながら、あくまでも我々は、今、大谷委員から

も話がありましたが、俯瞰できる立場にある組織でありますので、そこをしっか

りくみ上げながら意見をぶつける会議にしていきたいなとは思っております。以

上です。 

議長 

（西崎会長） 

中村亜紀委員さんお願いします。 

中村亜紀委員 子どもが本町小に通っておりますが、私自身が本町小の出身なので、児童の減

少というのは明らかに感じております。本町小の話をさせていただきますと、ど

んどん校舎を増築させていったのですが、今は教室が何室も空いている状態で

す。また、今度子どもが入学する久喜中学校に関しましても、先ほどもお話がで

たように部活動の数も私がいた時と比べて減っているように聞いています。特に

サッカー部は１学年の人数が少なくて、試合ができないので他の学校と合同で

行っているということも聞いています。ただ、完全に一緒になってしまうと練習

をどこでやるのかなど、子どもによってはそこに行くまでの道のりがだいぶ長く



なってしまうと聞くのですね。単純に少ないから一つにすればという問題でもな

いですし、地域密着でそれぞれの地域のコミュニケーションも出来上がっている

ので、そのようなことも考慮しながら、今後、考えていかなければいけないかな

と思っております。 

議長 

（西崎会長） 

中村桂子委員さんお願いします。 

中村桂子委員 私の子どもも小学校に通っていますが、一番上の子が６年生で、１年生から

ずっと単学級できました。特に、私の子どもは男の子なのですが、そこのクラス

は男子の人数は一桁で、女子はその倍はいます。そのようなことで、１年生の頃

から友人関係が決まっているというか、人間関係の中の築き方も１年生の頃から

の力関係なんなりで。クラス替えがないということで、今度中学校に行ったとき

に、いきなりクラス替えがあると、戸惑ってしまう子も多くいると聞いていま

す。そうした面で友人関係などを考えると、少ない単学級で６年間過ごすより

も、小学校の時代からクラス替えができる人数がまとまっている方が、子どもの

成長にとっては必要なことがあるのではないかという面で、私としては、小規模

も地域密着なり、その学校の特色もあってよいことかもしれませんが、人数的な

面、人間関係の面で言えば、統合の方向も考えて検討していけばいいのかなと思

います。 

議長 

（西崎会長） 

矢澤委員さんお願いします。 

矢澤委員 私の子どもは桜田小に行っているのですが、資料８を見て心配に思うのです

が。この間、太東中の通学区について皆さんで審議して、太田小と久喜東小が太

東中に行くということで、これですごくすっきりして、いいなと思ったのです

が。やはり桜田小学校は、鷲宮中学校に少し行って、鷲宮東中にほとんどの子が

行くのですが、小中一貫教育という観点で考えると、この四角の中に入っていな

い一部の子どもたちが、桜田小と東鷲宮小にいるのですが、その子たちが、もし

この先、例えばいじめや不登校になったときに、一貫校でない小学校から行く

と、先生方が話し合いとかしてくださるのかなと不安があります。本当は、この

四角の中に全部入った方が小中で見られるのかなと、保護者としてはそのように

思うのです。栗橋地区でも栗橋南小の子が一部、栗橋東中に行くようですが、そ

の子たちも何かあったときに、小学校の先生と中学校の先生が考えてくださるの

かなという不安があります。以上です。 

議長 

（西崎会長） 

そういう問題も出てくるということですね。あと学校の先生方は後にして、鈴

木委員さんお願いします。 

鈴木委員  今日はデータを見せていただいて、昭和59年から比べて児童数が半数というこ

とで、これは当然変化しない方がおかしいのかなというのが率直な感想でござい

ます。皆さんおっしゃる通り、色々な問題があるのかなと思うのですが、伝統や

歴史や文化がありますので、一番、何を大前提に考えなければいけないかと言う

と、やはり子どもたちがちゃんとした教育を受けられるのかどうか。これは知識

だけの問題ではなくて、集団行動の中で得られるものが、子どもにはすごくある

のかなと思います。もちろん適正規模という数字だけの枠組みに捉われることな

く地域性も考えて検討していかなければならないと思いますけれど、子どもたち

は学校の規模をどうするかということは当然選べないので、私たち大人がそこら

辺をしっかり考えていかなければいけないと、改めて感じました。以上でござい

ます。 



議長 

（西崎会長） 

 学校関係以外の方にお話をいただきました。その中で、これから考えていかな

ければならない内容等は、まず、子どもにとってどうなのか。学級編成、人間関

係などに対してどうなのかということ。また、単に統合ということではなくて、

地域には地域のコミュニティがあり、伝統や文化があり、それらをどのように勘

案していくのかという問題があります。それから、大規模校、小規模校であるけ

れども交通事情の関係で久喜市全体の学区の割り振りを考えてみてはどうなのか

というようなご意見もありました。いずれにしても現場の声を聞いて、それぞれ

の子どもや保護者や学校がどのように考え、どのような状況にあるのかというこ

とを考えていかなければならないだろうということです。最終的には子どもの教

育、一貫教育で９年間を通して教育を行うということを考えると、それぞれの小

学校の卒業生がいくつかに分かれるということについても配慮していかなければ

ならないだろう、というような内容等が出てきておりますが、ここで小学校の校

長先生方からどなたかお一人、中学校の校長先生方からどなたかお一人、お話し

いただけますか。 

青木委員 私は両方経験しているもので。小学校も中学校も小規模なのですが、小規模の

メリット、デメリットと言いましても小学校と中学校では違います。ですからそ

のような細かい点までも考えていかないということを発言させていただきます。

また、統合といいますと中学校同士ですとか、小学校同士ですとかありますが、

それこそ小中一貫で長い目で見まして、小学校と中学校を一つにしてしまうとい

うような統合のあり方も検討課題なのではないかなと思います。 

穂村委員 小学校の立場としてよろしいでしょうか。久喜市でも栗橋地区では統廃合して

数年経っていますので、その評価をこの中に生かしていくことも重要ではないか

と私は思います。それから国が示した手引きに小学校の通学距離数が４㎞とあり

ましたが、この距離数のことも重要な視点だと思います。４㎞といいますとかな

りありますからね。地域によっても問題がありますから、そのように示している

のかもしれませんが。その辺の実態を把握する必要があるのではないかと、今日

の話を聞きながら思いました。小中一貫につきましては、学校に携わっている者

としては、ぜひ進めていただきたく、青木委員からも話がありましたが、予算の

面等、難しい面があると思いますが、小中一貫校なども含めて検討していくこと

は重要な視点かなと感じました。先ほど矢澤委員さんがおっしゃっていました

が、私は前の学校が桜田小学校でして、合併の前は鷲宮で自由学区のようなもの

を行っておりまして、校長としてもよく分からないうちに学区の編成が行われて

いた経緯がありました。非常に重要な問題だと思いますので、その辺の整理をし

ていくことも重要なことだと思いました。 

議長 

（西崎会長） 

中学校から堀内委員さんお願いします。 

堀内委員 委員の皆さん方の意見を聞いて、本当にその通りだなと思いますし、皆さんが

学校のことを本当に考えてくださっていることに、ありがたいなと思いながら話

を聞かせていただきました。もちろん学校の規模が最初に話として出てくるので

しょうけれども、私たちからすると学校を統廃合するという視点も大事ですが、

先ほどから話が出ておりますように学区の見直しでも大分違うのではないかと感

じます。今、地域コミュニティと学校はすごく連携していますので、学区を変え

ると地域のコミュニティの仕組みも変わってきてしまうことから、簡単にはでき

ないと思いますが、少し川を越えれば、旧の町の学校に行けば、すぐ近くだとい

う場所が多くあります。私の勤務しております鷲宮地区は東武線から南側と言い

ますか西側から久喜地区までは全て鷲宮小学校なのです。その中にわしみや団地

があるのですが、そこの子どもたちは上内小に通っています。ですから、鷲宮小

の学区の中に上内小があるのです。しかも上内小のこどもたちは鷲宮中、鷲宮西

中に分かれ、鷲宮西中のすぐ近くを通って家から遠く離れた鷲宮中に行っている



のです。こういうことも見直すと変わってくるのかなと思っております。私は以

前学務課にいたことがありまして、久喜市の大きな地図を用意し、それぞれの小

中学校を中心にコンパスで、小学校４㎞、中学校６㎞の円を描くと、重なってい

るところもありました。そうするともう少しそこを編成し直すとこの問題も解決

するのかなということも私の頭の隅にあります。いずれにしても、いい意見があ

りましたので子どもたちのために審議していければと思います。 

議長 

（西崎会長）  

現場の教育に携わる先生方に、現状の中でどのような点を考えてみてはという

ことでお話をいただきました。今回はこの件に関しての第１回目の会合でござい

ます。これに併せてこんな資料もあった方がいいのではないかというご意見もご

ざいました。例えば、久喜市全体の学区の見直しを考えると、堀内委員の話にも

あったように４㎞圏内というのは、どのような圏内であるかというのを見ると、

現状の学区とこれから見直さなければならない部分が見えてくる、いわゆる可視

化できるのではないかと思います。また、学年別の児童生徒数がどのように変化

していくのか、色々なことが考えられるようですが、それらについては、事務局

で整理して提示していただければと思います。 

全体的にほかにご意見はございますか。もしなければ本日の議題は以上で終了

とさせていただきます。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。 

 ６ その他  

司会（井出担当

主査） 

ありがとうございました。次にその他でございます。 

先ほど、今後のスケジュールの説明の際に申し上げましたとおり、２月２日に

視察研修を実施いたしますので、この件について説明を申しあげます。 

事務局 

（落合主幹） 

それでは、２月２日に予定しております視察研修について説明いたします。

「久喜市立小・中学校学区等審議会視察研修の実施について」が表についている

４枚つづりの資料をご覧ください。日時は２月２日の火曜日、午前９時 15分か

ら 12時 40分まで、視察先は、江面第一小学校と江面第二小学校の２校となりま

す。視察先の２校とも小規模学校であり、江面第二小学校に関しましては、市費

教員の配置により現在は、複式学級が解消しております。また、この両校に関し

ましては、２枚目の資料にございます久喜市教育委員会が昨年度より取組んでお

ります小規模校・小規模学級活性化事業「Ｗｅプラン」の対象となっている学校

でございます。 

この「Ｗｅプラン」とは、同中学校区の小規模・小規模学級である児童が合同

授業を行うことにより、活動の広がりとともに、社会性やコミュニケーション能

力を育み、中学校入学時のギャップを軽減することを目的としたものでございま

して、昨年度から、江面第一小学校と江面第二小学校との間で、また、鷲宮小学

校と上内小学校との間で行われておりまして、視察にあたりましては、江面第一

小学校と江面第二小学校の合同授業を参観するものです。 

次に、当日の日程でございますが、３枚目の日程表をご覧ください。当日は、

市役所に９時15分に集合・出発となります。お車でお越しになる方は、文化会館

の駐車場をご利用くださいますようお願いします。そして、９時30分に江面第二

小学校に到着、その後、45分間、全学年の授業を参観した後、10時15分からは、

校長先生による学校概要の説明と学校の実態・課題についてお話いただいた後、

委員様との質疑応答を考えております。その後、11時には、江面第二小学校を出

発、11時20分に江面第一小学校に到着し、小規模校・小規模学級活性化事業「Ｗ

ｅプラン」を25分間、参観していただきます。当日の「Ｗｅプラン」では、両校

の小学校４年生の体育の合同授業で、長縄跳びを含む縄跳びの授業となります。

その後、１２時から会議室にて約30分間、江面第一小学校の校長先生による学校

概要の説明と両校の校長先生から「Ｗｅプラン」の成果と課題についてお話しい



ただいた後、委員の皆様との質疑応答を予定しております。そして、12時30分に

は、江面第一小学校を出発、12時40分に市役所に到着、解散する予定です。視察

研修につきましては、以上でございます。 

田口委員 「Ｗｅプラン」の資料で実施校の江面第一小学校と江面第二小学校のところ

で、平成27年度の児童数が内訳とあっていないようなのですが。 

事務局 

（落合主幹） 

失礼しました。合計の方が36名ではなく、77名となります。視察では、4年生

の合同授業ということになりますので、江面第一小学校が32名、江面第二小学校

が６名、合計38名の授業となります。 

司会（井出担当

主査） 

この件に関してご質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ６ 閉会 

司会（井出担当

主査） 

それでは、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 本日は第４回目の審議会でございました。委員の皆様には貴重なご意見ありが

とうございます。また、本日はたくさんの資料をいただきましたので、この資料

をもう一度熟読しまして、次回からの審議会に役立てていただければと思いま

す。また、来週になりますが視察研修ということで、先ほど来、現場の声を聞く

ことも大変重要であるとご意見もいただいておりますので、ぜひ、ご参加いただ

き今後の審議会に役立てたいと思います。本日は長時間にわたりご協力ありがと

うございました。 

司会（井出担当

主査） 

ありがとうございました。 

以上をもちまして、平成27年度第４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にここに署名する。 
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