
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（井出担当 

主査） 

只今から、平成２８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、１９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１名でございますので、ご報告いたします。（その後、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。大変さわやかな気候になりまして、暑いときは

暑いですが朝晩は涼しく、温度差のある頃ではありますが、子供たちにとりまし

ては運動のしやすい時期だろうと思います。また、熱中症の心配も少ないところ

だと思います。そのようなことと学校行事の係わりにおいて運動会が春に行なわ

れる学校が多いようです。 

本日は、平成２８年度第１回の市立小・中学校学区等審議会ということでお忙

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。前回に久喜市立小

中学校の適正規模・適正配置の具体的な考え方、進め方について諮問がなされ

て、前回に続いて、この内容について審議するのは２回目となります。本日も内

容的には重要な部分があるかと思います。皆さんのご意見をいただければと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 ３ 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、名簿順で松本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（１）「視察研修の実施報告について」事務局か

ら説明をお願いします。 

事務局（井出担 

当主査） 

学務課の井出でございます。私からは、視察研修の報告と併せて参考資料の説

明をさせていただきます。はじめに、２月２日に行いました、江面第一小学校、

江面第二小学校への視察研修について、資料１を基にご報告いたします。 

はじめに江面第二小学校にて、各学年の授業を見学し、その後、矢島校長から

学校の現状、小規模校・小規模学級活性化授業、いわゆる「Ｗｅプラン」の取り

組み、小規模校における長所や課題などについてお話しをいただきました。次

に、実際に「Ｗｅプラン」を見学するため、江面第一小学校へ移動しました。当

日は、江面第一小学校と江面第二小学校の４学年の児童が、体育の合同授業を実



施しており、３つのグループに分かれて長なわとびをしている様子を見学させて

いただきました。授業見学後は、酒井校長から学校の現状や課題、また、Ｗｅプ

ランの評価などについてもお話をいただきました。そして、最後には、研修を通

じての感想を委員の皆様からいたたき、研修を終了したところでございます。な

お、研修内での質疑応答、感想等の概要は、資料１の報告書をご参照いただきた

いと存じます。 視察研修のご報告は以上でございます。 

次に、参考資料について説明いたします。こちらは、前回の会議においてご要

望いただいたものについて用意させていだきました。はじめに参考資料１でござ

いますが、これは、平成１２年以降の県内の公立小中学校の主な統廃合事例をま

とめたものでございます。この表において、統廃合の概要の欄において、文末に

「統合」とあるのは、ある学校を廃止し、廃止した学校を別の学校に統合させた

ものでございます。一方、文末に「新設」とあるのは、統廃合に該当する学校を

全て廃止し、新たに学校を設置した例でございます。この「新設」については、

新たに学校を建設するのではなく、施設については、統廃合に該当する学校の内

１校を使用し、学校名や校章、校歌などは新たに定めるという手法が多くとられ

ております。 

次に参考資料２でございますが、こちらは、平成２８年５月１日現在の小中学

校の児童生徒数の調査に基づく、学校別、学年別の一覧でございます。 

なお、前回の会議では、江面第二小学校の男女別の人数についてご要望がござ

いましたが、本調査では男女別の人数については、把握しておりません。 

したがいまして、江面第二小学校の男女別人数については、学校から報告され

た児童名簿で確認いたしましたので、その数を今から口頭で申し上げます。それ

では、江面第二小学校の男女別人数を、１学年から順に申し上げます。１学年

が、男子９名、女子３名、２学年が、男子４名、女子５名、３学年が、男子７

名、女子５名、４学年が、男子５名、女子７名、５学年が、男子１名、女子５

名、６学年が、男子４名、女子５名で、全学年では、男子、３０名、女子３０名

の計６０名でございます。 

これらの資料は、前回の会議で配布した資料と併せて、今後の審議において参

考にしていただければと存じます。私からの報告・説明は、以上でございます。 

議長 

（西崎会長） 

ありがとうございました。２月２日の研修に参加されていなかった委員の方も

おりますが、ただ今、報告にもありましたように江面第二小学校では小規模校と

して、メリットもあるがデメリットもあるというお話でした。また、江面第一小

学校では、Ｗｅプランの見学をさせていただいたのですが、子供たちは元気に、

協力して活動していた状況でした。それから委員からの質問や感想等が色々あり

ましたが、これらについては、今後、私たちが適正規模・適正配置の基本的な考

え方をまとめていく上での参考にしていきたいと思います。 

参考資料の１については県内の統廃合事例の一覧でございます。また、参考資

料２については、現在の児童生徒数が一覧表として載っています。 

ただ今説明した内容について、何かご意見、ご質問はございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。ないようですので、次に、（２）の「学校の適正規模・

適正配置に関する意識調査」の実施について、事務局から説明をお願いします。 

事務局 

（川羽田主幹） 

学務課の川羽田でございます。「学校の適正規模・適正配置に関する意識調

査」の実施についてご説明いたします。資料２をご覧ください。 

実施主体は久喜市教育委員会で、対象は市内小学校２学年の保護者、５学年の

保護者、中学校２学年の保護者と考えております。小学校２年生と５年生に兄弟

姉妹をもつ保護者に関しましては、ご家庭で１部の回収としますので、約3,500

人の回収数になる予定です。対象者を小中学校の保護者といたしましたのは、学

年は抽出となりますが、一番児童・生徒に近い立場の方からのご意見を参考にし

たいとの考えからです。 

実施時期は、平成２８年６月３日金曜日に、学校から各家庭に調査用紙と回答

用紙を配布し、６月６日月曜日から６月１７日金曜日を調査・回答期間といたし



ます。それを学校でまとめ、６月２２日水曜日までに学務課に送付していただ

き、教育委員会で回答集計作業を行う予定でございます。 

次に、内容についてですが、まず、小学校用の意識調査票をご覧ください。問

１・問２では、適正と思われる学級数の規模とその理由を、問３・問４では、適

正と思われる学級の児童数の規模とその理由を、お尋ねします。問５・問６で

は、小規模学校の課題についてのお考えをお尋ねします。問７では、今後、学校

の統廃合や学区の再編成を行うことを想定した場合に、適正と思われる通学距離

についてのお考えをお尋ねします。最後に、問８では、学校の適正規模・適正配

置を検討する上で重視してほしいと思う点についてお尋ねします。中学校用につ

きましては、数字は異なりますが、質問内容は小学校と同様でございます。 

この調査は、学校名・学年は明示されますが、無記名での調査とする予定で

す。また、ほとんどが選択式の回答ですが、３か所、「その他」として、理由や

お考えを書く欄を設けました。 

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） 

ありがとうございました。実際に私たちが、適正規模・適正配置を考えるにあ

たって、保護者はどのような考え方をもっているか把握をした上で、基本的な方

針を立てていく、その材料となる調査で、小学校では２学年と５学年、中学校で

は２学年の保護者を対象とするということです。内容は、説明がありましたよう

に、１学年の学級数、１学年の児童数、複式学級、学級編成、適正規模・適正配

置を検討する上で重視してほしいことについて、保護者からご意見いただく内容

でございます。事前に目を通していただいていると思いますが、「この辺はどう

だろうか。」、自分が保護者という立場で印を付けるとすれば「こういうところ

が難しいのかな。」という点がありましたら、ご意見をいただければと思いま

す。 

大谷委員 対象者についてですが、先ほどの説明の中で児童生徒に近いということでとお

聞きしたのですが、小学校２学年と５学年の保護者、中学校２学年の保護者とし

た理由をもう少し詳しく説明していただければと思います。 

議長 

（西崎会長） 

２学年と５学年を抽出した根拠を説明してくださいのことですが、事務局お願

いします。 

事務局 

（川羽田主幹） 

義務教育、小中学校では９学年ございますが、その全ての保護者にアンケート

をした場合、膨大な数になってしまうという点がございます。その中で抽出して

も有効な数となり得るであろうということで、3,500名程度の規模の小学２年、

５年、中学２年を考えたところでございます。また、保護者以外でも市民という

目で広げると様々なお立場の方の意見を、ということも検討しましたが、この基

本方針の策定にあたっては、まずは保護者ということで考えたものでございま

す。 

議長 

（西崎会長） 

１年から６年までの全保護者となると対象者数が多く、処理することが大変で

あるということと、２年生と５年生の２つの学年を選んだことについては、私な

りに考えれば、低学年の子供たちの保護者と高学年の子供たちの保護者というこ

とで見れば、２年生と５年生と。しかも、２年生は、学校に入って１年経験した

子供たちで、今後、保護者はどのようなに小学校生活を送ったらよいかという考

え方をある程度もっているだろうと考えられます。高学年は多くの子供たちと学

ぶという、人との関わりが大分できているという観点からみれば、高学年は高学

年なりの意識が見られるのではないかと捉えられるように思います。中学校は、

学年の真ん中で、中学校の生活に慣れたところと考えれば、２年生が妥当なのか

なと思います。これは個人的なことですけれども。よろしいでしょうか。ほかに

ございますか。 



田口委員 問５の複式学級についての説明が、複式学級を理解していない方であるとか、

直面されていない方にとっては、不十分な説明ではないかと思います。また、前

回の資料にあったと思いますが、江面第二小学校で、本来であれば複式学級であ

るところが単式学級となっている現状の説明も必要ではないかと思います。 

議長 

（西崎会長） 

他の学年と併せて１６人までのとき、１学級を編成、このことの意味がわかる

かということですね、一般的に。これを具体的に表す方法を考えた方がいいので

はということですね。 

田口委員 あとは現実その形になるべきところが、前回の資料とかお話しを聞く限りで

は、市の方の予算を削っていただいて、先生の数を増やして単式学級にしている

という現状もお話をしないと、当然どちらがいいのと聞かれたら、答えとして出

てくるのは単式の方がいいだろうという、ありきの質問になるのではないかと考

えます。 

議長 

（西崎会長） 

具体的に他の学年と併せて１６人までと。 

田口委員  例えば例を出すとか。 

議長 

（西崎会長） 

例えば、５年生が５人、６年生が７人という場合は、５年と６年を併せて１つ

の学級にします、これが複式というように。例を入れて説明をしてあげると分か

りやすいと思うのですが、例を入れるということで、事務局の方で考えていただ

いてよろしいですか 

事務局 

（川羽田主幹） 

このアンケートの用紙の中に入れるか、保護者あてに鑑文を作成しますので、

そのいずれかで補う形で進めてまいりたいと思います。 

議長 

（西崎会長） 

アンケートの中ではなくて、鑑の中で文言の説明を入れるということですね。 

細川委員 問７ですが、徒歩の場合は、多分１番か２番の１．５㎞か２㎞ぐらいまでしか

選択肢はないかと思うのですが、スクールバスという話もほかの自治体ではある

と思いますので、スクールバスであれば何㎞だとか、そういうことも重要ではな

いかと思うので、そこを入れていただければと思うのですが。 

田口委員 その場合、スクールバスという文言を入れると非常に複雑になるので、例えば

時間という括りで何分までが適切ですかと聞かれた方が、もしかしたら保護者と

しては、何時までに家を出なきゃいけないということで分かりやすいのかなと思

います。 

斉藤委員 それと、タイトルを見ると「学校の適正配置・適正規模に関する意識調査票」

ということで、この目的が、どういう目的でアンケートをとるのかという趣旨が

ないような気がするのですが。 

議長 

（西崎会長） 

この調査の目的が明示されていないとういことですね。これは保護者に対して

も必要なのかもしれませんね。この調査は、このような目的で行いますという、

目的を入れておいていただきたいということですが、この件はよろしいですね。

入れていただくということで。その前のスクールバスについては、どこで回答が

可能なのでしょうかね。 

事務局 

（赤岩課長） 

 こちらの質問ですが、通学につきましては、徒歩での通学を基本的には考えて

おります。その中で、歩いてお子さんが通える限界がどの辺までが適当なのだろ

うかというのが、問いの一つの目的であります。適正規模・適正配置を考えたと

きに、例えばそれよりも長い距離になってしまうといった場合に、通学の方法と

して、スクールバスなどの考え方も出てくるのかなと思っておりますので、あく

までもこの問いについては、徒歩で通える範囲としての設問ということでご理解

いただければと思います。 



議長 

（西崎会長） 

そのようなことで、括弧書きで徒歩の場合と書いてあるのですね。統廃合の際

に、それ以上の距離となった場合の方法については、今後また検討するというこ

とですね。 

細川委員 選択肢が、５㎞ではなくて、手前の１㎞ぐらいからで、５㎞はない方がいいの

ではないでしょうか。１㎞から、１．５㎞、２㎞、２．５と㎞とか。３㎞ぐらい

までで。 

大谷委員 今、時間の話が出ましたが、親切にこれをやるとすれば、括弧書きで、例えば

子供の足で１.５㎞であれば約何時間というように明記した方が、保護者には分

かりやすのかなと思います。４㎞と言われるよりも括弧書きで１時間と言った方

が保護者も具体的で分かりやすい感じはします。１年生と６年生では速さも違う

と思いますが、どの位なのか書いていただいた方が分かりやすいと思います。 

議長 

（西崎会長） 

実際に小学生では、１．５㎞というと、どのくらいの時間が掛かりますかね。 

木村委員 私は、子供と一緒に帰ったことがありますが、子供は真っ直ぐ歩かないですか

らね。 

大谷委員 朝は通学班で行くので、低学年に合わせた速さで行くわけですから。基準とし

て約で書くとしても、その辺をターゲットとした時間で書かざるを得ないでしょ

うから、書くとしてもその辺を明記していただけるといいかなと思います。 

議長 

（西崎委員） 

例えば、小学校２年生の保護者が、ご自分の子供が学校に通うときに何㎞ぐら

いあって、何分ぐらい掛かるかということが把握できているのか。できていない

のか。 

江森委員 できていないと思います。保護者は何時に出て、何時に着くという、時間の感

覚だと思います。距離で聞かれても皆さんおっしゃっているように、私も何㎞か

ということは、ピンとはこなかったです。 

議長 

（西崎委員） 

保護者とすればこれを見たときに判定しにくい、だいたい時間で検討をつける

と考えると、１．５㎞はこのぐらいの目安という、目安をどこかに入れた方がい

いのではないかということです。 

事務局 

（赤岩課長） 

 時間の目安というご意見でございます。確かに距離だけではなく、時間も重要

な要素になってくるかと思います。ただ、データ的なものが現在ございませんの

で、委員さんの中に校長先生もいらっしゃいますので、学校の方とも相談しなが

ら、時間的な基準について距離と併せて時間的なものを示せるように検討したい

と思いますので、ご理解いただきたいと存じます。 

議長 

（西崎委員） 

子供の実態を把握している校長先生方に状況を聞いて、この中に入れるという

ことですが、この件はよろしいでしょうか。 

小林委員 保護者にアンケートを配布するときに、これだけではなく、児童生徒数ですと

か、久喜市の現状を資料として添付するのでしょうか。これだけだと判断しにく

いと思うのですが、その点はご配慮いただけるのでしょうか。 

議長 

（西崎委員） 

一般の保護者は分かりにくいですよね。判断するときに参考となるような資料

をこの調査の中に入れておいてはどうだろうかということですが。 

 単純に児童生徒数だけでよろしいのか、あるいは学級数まで必要となるか、そ

の辺はいかがでしょうか。 

穂村委員 何人かの委員さんからご意見が出ている趣旨と今の話は係わっていて、鑑文の

中にアンケートの趣旨を入れると思いますが、何が課題となっていて何のために

アンケートを行うのかということを、分かりやすく伝えていただければと思いま

す。アンケートを各学校で配った場合に、学校の方に色々問い合わせがあると思



いますが、今の部分というのは、全てそれをどうするかという問題にかかわって

くると思いますので、その辺を検討していただければと思います。 

議長 

（西崎委員） 

趣旨がはっきりしてくれば、どんな参考資料を用意すればいいのか、決まって

くるだろうということです。学級数の問題、児童生徒数の問題がありますが、そ

の辺を参考資料として付けてあげればいいのではということですが。 

事務局 

（赤岩課長） 

それでは、参考資料としまして、お配りした参考資料２に児童生徒数が載って

いますが、これに学級数が分かるような資料を添付したいと思います。 

議長 

（西崎委員） 

ほかに付け加える資料はありますか。 

田口委員 現行の久喜市内の小中学生で、通学距離を例にとれば、１番長い人たちはどの

位の距離を通っているのかという、現状はどうなのか。それはどう変わるべきな

のか。例えば、私が親としてアンケートをいただいたときに、自分のことだけを

考えて答えを出す親と、市全体を見て答えを出す親では当然変わってくると思う

のです。そのときに、お宅のお子様が通うにあたってという文言がつけば、別段

そのような資料は必要ないと思いますし、今後の学校運営を見た上での学区編成

を考えるのであれば、今お話が出ているような広い範囲での意見、「５キロ以上

は大変だな。」とか「３０分以上かかったら大変だな。」とか、複式になった

ら、うちの子だったらどうなっちゃうのかな。」。でも当事者でなければ、「２

つあった方がいいよ。」と言うかもしれないし、現実問題、人口の少ないところ

にいる方は、「無理なんだよ。現状そうやっているではないか。」と、意見も当

然分かれると思うので、市の方としてはどういった着地点を求めてアンケートを

出すのかということを、趣旨も含めてご説明いただければと思います。 

議長 

（西崎委員） 

この件については、保護者が自分の子供を対象に答えていくのか、久喜市全体

の学校を見通して、久喜市の一般人としてこれに答えるのか。 

事務局 

（赤岩課長） 

このたび、皆さんにご検討いただいているのは、市としての基本方針を策定す

るという趣旨でございますから、一個人本位ではなく、全体としての考えという

形でご回答の方はいただきたいと考えています。当然、その中でご自身のお子様

がどうであるかという状況も考慮の中では入ってくるかと思いますが、それも踏

まえた上で全体として、どういったことが適当であるかというお考えでご回答い

ただければと思います。アンケートもそのような趣旨で行うものでございます。 

議長 

（西崎委員） 

そうしますと、実施に当たってのねらいのところに、自分の子供を参考にしな

がら、久喜市全体の子供たちのことについて考えていただきたいということを趣

旨の中に書いていただければ、調査の内容がはっきりしてくると思います。その

点はよろしいでしょうか。 

ほかにございますか。私の個人的なもので申し訳ないのですが、「適正規模・

適正配置」という言葉が分かるかどうかということがありますので、解説の中に

分かるように入れていただければと思います。 

鈴木委員 対象者に関して、中学生を合わせて3,659人が適正だとのお話がありました

が、社会一般的に考えてだいたい過半数をもって判断する場合が多いのですが。

もちろんアンケートは数多くの資料があった方が、リアリティーある回答が出る

かと思いますが、この3,659人が適正規模だということを決定した統計的に説明

できる材料というのはお持ちなのでしょうか。 

事務局 

（赤岩課長） 

この3,659という数字につきましては、結果として抽出した学年の合計が、こ

の数字になったということですが、今、委員さんがおっしゃったように、統計学

的に言えば、おおむね2,000ぐらいのサンプルがあれば、一定の方向性、傾向性

を測ることができるだろうと言われているところでございます。数だけ単純に言

えば、その程度の数でもよろしいのかなと思います。ただ、先ほどもご説明申し



あげたように、また、会長もおっしゃっていましたが、実際に小学１年生から６

年生、更に中学１年生から３年生のどこを抽出していくかといったときに、先ほ

ど申し上げたような理由で、小学校２学年、５学年、中学２学年を抽出したもの

でございます。その児童生徒数の数を合計したところ、3,659人になったもので

ございまして、一般的に必要とされる数はクリアしているとうことで、この数字

になったということで、ご理解いただければと思います。 

鈴木委員 よく分かりました。ありがとうございます。 

議長 

（西崎委員） 

ほかにございますか。ないようでしたら、実際に審議会にかける時間もござい

ませんので、今出てきた意見を基に事務局の方で修正をして、それぞれの学校に

お願いするということでよろしいでしょうか。先ほどから出てきたものは、ま

ず、実施する目的、趣旨を入れていただきたい。また、通学距離の問題が分かり

にくいので、およその時間をいれてはどうか。それから、複式学級についても具

体的なものを入れて、分かりやすくしていただきたい。それから参考資料となる

ものをほかに添付する。例えば児童数と併せて学級数、というものを入れておく

とよろしいのではないでしょうか。大体そのような内容だったと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

木村委員 あと会長がおっしゃっていた、「適正規模・適正配置」について、言葉をやさ

しく。 

議長 

（西崎委員） 

「適正規模・適正配置」の言葉の解説ですね。それでは、それらの内容を事務

局の方で修正して、調査を実施していただくということで、この意識調査につい

ては、終わりにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

田口委員 訂正された資料をここでもみ直す時間はないわけですから、そこの最終チェッ

クを例えば会長さんに委ねて、会長さんの判断の基にゴーサインという形にしな

いと、今ここで話し合った時点で、これだけ学務課の方と我々委員の方で意見の

差があるわけですから。最終チェックは会長さんなり副会長さんに一任して、こ

この委員の中で承諾をとらないと、また、同じことが出てきたって何も訂正でき

ないままになってしまうという、そういった形は避けたいと思うのですがどうで

しょうか。 

議長 

（西崎委員） 

そういう形をとらせていただいてよろしいでしょうか。 

 ＜委員了承＞ 

議長 

（西崎委員） 

それでは、現場の先生である副会長と私で目を通して、各学校にお願いすると

いうことで、意識調査を行いたいと思います。 

以上で（２）の意識調査については終わりにしたいと思います。 

次に、（３）のその他でございますが、事務局から何かありますか。 

事務局（井出担 

当主査） 

事務局から次回の審議にあたってのご提案がございます。次回の会議では、意

識調査の結果報告をさせていただきますが、それに伴い、その結果を基に、事務

局において、おおまかな基本方針の素案を策定し、その素案を基に、審議会の皆

様からご意見等をいただきたいと考えておりますので、ご検討いただきますよう

お願いします。以上でございます。 

会長 内容はよろしいでしょうか。意識調査の結果を参考に、事務局で基本方針の素

案を策定し、その素案を参考にして皆さんからご意見をいただきたいとの提案が

ございました。委員の皆さんからは何かございますか。 

田口委員 今後の見通しについてですが、この議題についての話し合いの大まかな回数

と、どこで決めていくのか。１年かけていくのか、半年なのか。 



議長 

（西崎委員） 

今後のスケジュールということですね、これについて、事務局で説明していた

だけますか。 

事務局 

（赤岩課長） 

大まかなスケジュールにつきましては、前回の会議でもお示ししたところです

が、今担当からも説明がありましたように、この後アンケートを実施し、いただ

いた回答を集計しますので、その期間については会議の開催ができない形になろ

うかと思います。ただ今申し上げたようにアンケートの結果を次回の会議でお示

しするとともに、それに基づきまして基本方針の素案、いわゆるたたき台となる

ものをお示ししたいと考えております。そのたたき台を皆さんでご審議いただき

まして、手直しをしながら最終的には完成品を作っていただきたいと考えており

ます。回数的には、２回あるいは３回になるかと考えておりますが、最終的に

は、遅くとも年内に答申を頂けるように進めたいと考えておりますのでよろしく

お願いいたします。 

事務局（井出担 

当主査） 

その他でご説明する予定でしたが、次回の会議の開催につきましては、アン

ケート集計後、８月の開催を予定しております。具体的な日程については決まっ

てはいないのですが、今のところ事務局の方では、８月４日、５日、８月２２

日、２４日、この辺りで考えておりますので、決定しましたら皆様にご連絡させ

ていただきます。１か月ほど前にご案内させていただきますのでよろしくお願い

いたします。 

議長 

（西崎委員） 

 最終的に答申については、１２月、１１月を目安にということで、月１回ぐら

いの予定は必要になってくると思います。 

ほかになければ、議事の方は終了でございますので、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。 

 ４ 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が、次回の日程については、先ほど申し上げましたの

で省略をさせていただきます。 

 ５ 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 平成２８年度の第１回目の会議でございましたが、委員の皆様からは意識調査

に係ることについて、それぞれの立場からご意見いただき、大変ありがとうござ

います。私も現場を預かる長として、子供たちの通学距離、時間を果たしてどこ

まで把握できているのかなということで、色々なことを考えたところでございま

す。この意識調査は、審議会の答申に結び付けるような調査をするわけですけれ

ども、学校現場としても趣旨を保護者に説明しながら、この意識調査が有効なも

のとなるように進めていければと思っております。本日はお忙しい中ですが、皆

様からご意見をいただき、ありがとうございました。以上で閉会とさせていただ

きます。ありがとうございました。 
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