
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２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、１３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。 

 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 皆さんこんにちは。大変暑い日になりまして、これが本当の夏なのではないか

と感じます。また、オリンピックも明日開会ということで、今年の夏も暑くなる

のかなと感じました。開会前のサッカーでは、大変点数は取ったのですけれども

惜しくも負けてしまったのですが、出だしとしては点の取れるサッカーになって

くるのではないかと感じました。今後が期待されるところです。 

本日は第２回久喜市立小・中学校学区等審議会の開催をご案内したところ、大

変お忙しいところお集まりいただきましてご審議いただくことをありがたく思い

ます。どうぞ、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 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

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。それでは、教育

長、諮問をよろしくお願いします。 

 （教育長が諮問を読み上げ、会長へ渡す） 

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、こんにちは。久喜市立小・中学校学区等審議会委員の皆様方には、日頃

より本市教育行政にご理解、ご支援を賜り御礼申し上げます。 

さて、ただ今、上内小学校の進学先中学校の学区について、諮問をさせていた

だいたところでございます。本来であれば、審議会の皆様には、既に本年１月に

諮問をさせていただいております「久喜市立小・中学校の学校の適正規模・適正

配置の基本方針について」、ご審議をいただく予定でございました。 

しかしながら、この諮問の案件につきましては、６月２９日に上内小学校のＰ

ＴＡ会長から要望書をいただいたところでございます。教育委員会といたしまし

ても、速やかに対応したいと考え、本日、審議会へ諮問させていただきましたの

で、ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。この諮問に関する詳しい内

容につきましては、この後、事務局から申し上げますが、上内小学校は昭和４６

年にわし宮団地の造成に伴いまして開校した学校でございます。多かった時は千

名を超える児童数がおりました。開校当初は鷲宮西中学校がありませんでしたの

で、全て鷲宮中学校に行っていたのですが、昭和６０年に鷲宮西中学校が開校し

た訳でございます。当時の人たちから言わせると、本来であれば鷲宮西中学校へ

全員行くんだろうなという話があったようですが、当時は児童数が多い時代で、



鷲宮西中学校に全て収容することができなかった訳で、わし宮団地が３街区ある

のですが、その内の第１街区と第２街区が従前の鷲宮中学校、第３街区が鷲宮西

中学校ということで学区の線引きが行われ、今日に至った訳でございます。 

ところが、ご案内のように上内小学校の児童数が非常に減少いたしまして、今

は１００名を切っている状況でございます。特に、今年の６年生は１１名でござ

いますので、少ない人数の子ども達を２つの中学校に分ける理由をなかなか見出

せないというところでございまして、できるならば、近くにある鷲宮西中学校に

進学させたいというＰＴＡ会長さんからのお話にありました。このことについて

本日諮問させていただきましたので、委員の皆様方には、ご審議をお願いしたい

と思います。 

昨年度も太田小学校の進学先中学校の件につきまして、慎重なご審議の上、答

申書をいただき、その結果、本年４月の新入生から対応することができたところ

でございます。これは制度上でございますが、基本的には１０月１日現在で学齢

簿を編制することとなっております。したがいまして、その時点で、進学する中

学校を指定することとなりますので、それに間に合わせるためには、時間的には

忙しい日程になろうかと思いますが、本日諮問をし、ご審議をお願いしたいとい

うものでございます。 

この案件につきましても、保護者、児童の視点を十分にご配慮いただきなが

ら、ご審議いただければありがたいと思っております。本来、「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」諮問をしている中で、新たに諮

問するということで、大変、ご苦労、ご迷惑をお掛けすることと思いますが、趣

旨をご理解いただきまして、ご審議を賜りますよう切にお願い申し上げまして、

私からの挨拶とさせていただきます。どうぞ、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、教育長は、他

の公務のため、退席とさせていただきます。なお、委員の皆様には、諮問書の写

しを配布させていただきますので、ご確認くださいますようお願いします。 

 （教育長退席） 

 ４ 議事 

司会（井出担当 

主査） 

次に、議事でございますが、本日は、議案の関係者として、上内小学校の神田

校長先生にご出席をいただいております。 

神田校長におかれましては、審議の際に、ご説明やご意見をいただく事があろ

うかと存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、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、名簿順で大谷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）「久喜市立上内小学校の進学先である久喜

市立鷲宮中学校及び久喜市立鷲宮西中学校の学区について」事務局から説明をお

願いします。 

事務局 

（川羽田主幹） 

それでは、「久喜市立上内小学校の進学先である久喜市立鷲宮中学校及び久喜

市立鷲宮西中学校の学区について」、事務局から説明させていただきます。はじ

めに、今回の諮問に関する説明をさせていただき、その後で、個々の資料につい

て説明させていただきたいと思います。 

まず、諮問に関する説明でございます。現在、上内小学校の児童は、わし宮団

地１街区と２街区に居住する児童が鷲宮中学校に、３街区に居住する児童が鷲宮

西中学校に進学しております。そのようになった経緯といたしましては、鷲宮中

学校の大規模化に伴い、昭和６０年４月１日に鷲宮西中学校が開校いたしまし



た。このことにより、鷲宮小学校通学区の全地域および上内小学校通学区のわし

宮団地３街区に居住する児童が、鷲宮西中学校の通学区に変更されました。わし

宮団地１街区及び２街区に居住する児童は、引き続き鷲宮中学校に進学すること

となり、上内小学校の児童の進学先中学校が２校に区分されたことになります。

本日は、今年６月に上内小学校の保護者から進学先中学校の学区変更についての

要望書が久喜市教育委員会に提出されましたことから、上内小学校の進学先であ

る鷲宮中学校及び鷲宮西中学校の通学区を検討することとなり、本審議会へ諮問

させていただいたということでございます。 

では、個々の資料についてご説明申し上げます。資料１「上内小学校児童の進

学先中学校の学区変更に関する要望書の概要」をご覧ください。これは、今年６

月に久喜市教育委員会教育長宛に、上内小学校ＰＴＡ会長より提出された「上内

小学校児童の進学先中学校の学区変更について」の要望書の概要でございます。

「１」は、その要望書に書かれた原文をそのまま載せたものでございます。

「２」には、要望書に添付されたアンケート結果をもとに、事務局でまとめた概

要でございます。実施されたアンケートは、上内小学校の保護者に対して、「上

内小児童の進学先中学校の学区変更」に対しての賛否を問うものでございます。

要望書によりますと、早急に進学先中学校が久喜市立鷲宮西中学校に一本化され

ること、兄弟関係やその他の問題から今までどおり久喜市立鷲宮中学校への進学

を希望している家庭については弾力的な運用をされたいとの要望がございまし

た。添付されたアンケート結果は、回収家庭数７３件、回収率１００％でござい

ます。街区ごとの賛成・反対の数は、１街区が賛成１６、反対２、どちらでもな

い１、２街区が、賛成２８、反対８、どちらでもない２、３街区が、賛成１２、

反対１でございました。全体では、賛成が５８件で７９.５％、反対が１２件で

１６.４％、どちらでもないが３件で４.１％でございました。賛成意見は、「通

学が近いから安心できる」、「全員が同じ学校に行けるのがよい」というものが

多くありました。反対意見は、「鷲宮中学校の方が部活動を多く選ぶことができ

る」、「兄弟が鷲宮中学校に通っているので、新たに西中のものを用意するのは

大変」、「西中も人数が少ないので多いところに行かせたい」、「進学を考えて

鷲中学区に引っ越した」などがありました。 

次に、資料２「上内小学校児童の進学先中学校の学区の変遷について」です。

概要については、冒頭、諮問に関する説明で申し上げましたとおり、上内小学校

は昭和４６年１０月２８日開校し、進学先は全て鷲宮中学校でしたところ、昭和

６０年４月１日の鷲宮西中学校開校時に３街区が鷲宮西中学校に進学となったと

ころでございます。 

資料３「市内小・中学校通学区域図」でございます。左側に小学校、右側に中

学校の通学区域が示されております。ご覧のとおり、上内小学校の学区は、鷲宮

小学校の学区に囲まれているような形になっております。 

詳しくは、資料４「上内小学校周辺図」をご覧ください。関係の学校、上内小

学校が黄色、鷲宮西中学校、鷲宮中学校がピンク色で囲んであります。赤線で囲

んであります、わし宮団地１・２・３街区が上内小学校の学区でございますが、

現在、中学校は、１・２街区が鷲宮中学校、３街区が鷲宮西中学校に進学しま

す。緑色の線が、鷲宮中学校と鷲宮西中学校の通学区域境界線でございます。わ

し宮団地１・２・３街区は、全て鷲宮西中学校の半径７００ｍ以内にございま

す。現在、１・２街区は、踏切を渡り、青毛堀川、県道川越栗橋線を横断して鷲

宮中学校に登校しております。 

資料５の上段は、鷲宮地区小学校の進学先中学校を図式化したものでございま

す。また、下段の図は、上内小学校の児童の進学先中学校が久喜市立鷲宮西中学

校に一本化となるよう変更した場合のものでございます。 

数字は、平成２９年度の入学予定者数で、現在、鷲宮地区小学校に在籍してい

る児童数をもとに算出したもので、現在特別支援学級に在籍している児童数も含

めた児童数です。 

現行のとおりの通学区域ですと、平成２９年度１年生は、鷲宮西中学校４８



名、鷲宮中学校１４１名です。上内小学校の進学先が鷲宮西中学校に一本化され

ますと、下段のとおり、鷲宮西中学校５６名、鷲宮中学校１３３名となります。 

続きまして、資料６をご覧ください。平成２９年度から平成３４年度までの

「鷲宮中学校及び鷲宮西中学校の学級数等の変動見込み」でございます。こちら

の数字も、現在、鷲宮地区の小学校に在籍している児童数をもとに算出したもの

で、現在特別支援学級に在籍している児童数も含めた児童数です。網掛けの平成

２９年度２学年・３学年及び平成３０年度の３学年につきましては、現行の在学

生がそのまま進級した生徒数になっております。鷲宮中学校は、現行１学年が最

少９２名から最大１５１名の３学級から４学級が、変更した場合は１学年が最少

９２名から最大１３９名の３学級から４学級となります。鷲宮西中学校は、現行

１学年が最少４３名から最大６２名の２学級が、変更した場合は１学年が最少 

５５名から最大７７名の２学級となります。 

以上で事務局からの資料説明を終わらせていただきます。よろしくお願いしま

す。 

議長 

（西崎会長） 

ただ今、事務局から説明がありました。資料４の地図を見ますと、わし宮団地

の１街区、２街区、３街区が上内小学校の学区で、そのうちの１街区と２街区が

現在、鷲宮中学校へ進学していて、３街区は鷲宮西中学校へ進学している状況で

す。それに対して、ＰＴＡからの要望として、１街区、２街区、３街区とも近く

にある鷲宮西中学校へ進学先を変えていただきたいということです。このことに

ついて、皆さん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。 

この件について、上内小学校の神田校長先生がお見えになっておりますので、

補足説明等がございましたら、お願いしたいと思います。 

上内小学校 

神田校長 

上内小学校長の神田でございます。よろしくお願いします。事務局の方で資料

を簡潔に分かりやすくまとめていただき、教育長様からも概要については、ごあ

いさつの中で説明があったとおりでございますが、校長の立場から１、２点付け

加えさせていただきます。まず、このことを進めていただければ、小中一貫教育

ということで中一ギャップのことであったり、登下校の安全面であったり、ま

た、本校の児童は素直で真面目な子が多いのですが、やはり同じ子たちが一緒の

学校に行くことによって委縮することなく力を発揮して中学でも頑張って欲しい

という思いがございます。それから資料１にまとめたアンケートのことでござい

ますが、これについても補足いたしますと、反対の意見が多いのは、５年生、６

年生の保護者の方からでございます。理由としては、説明にもありましたよう

に、部活動のこともそうですが、上の子が通っている中学に行かせたいというの

が多数ございました。したがいまして、先々のことを考えた低学年、中学年につ

いては、ほぼ賛成ということで、この辺りが、兄弟関係やその他の問題から弾力

的な運用をお願いしたいという一文に表れていると考えております。いずれにお

きましても、この辺りを踏まえていただきまして、学区の変更についての審議を

前向きな形で審議していただくことをお願いしたいと思います。以上でございま

す。 

議長 

（西崎会長） 

ありがとうございます。いかがでしょうか、皆さん。 

田口委員 今回の議題が２つ上がっている中で、総合的に見たときに、次の議題である適

正規模・適正配置に関する云々を含めた議論として、上内小学校が出来上がった

経緯を見たときに、人口増加に伴い千人オーバーの児童を受け入れるために学校

ができたということで、この時点で、現状を鑑みれば、大元にあった学校の意義

は十分に果たせていると思います。今後の先まで言ってしまうと具合が悪いのか

もしれませんが、適正規模・適正配置を考えて行った時には、将来的に鷲宮小学

校、上内小学校の統合を含めて考えれば、アンケートの結果通りに学区をまとめ

ておいて、段階的に将来を見据えた会議として、答えが出ればよろしいのではな

いかというのが意見でございます。 



議長 

（西崎会長） 

 この会議では、適正規模・適正配置ということについて何回か審議をしている

訳です。その審議中ではありますが、その内容から見て上内小学校の進学先につ

いては、今まで２つの学校に分かれておりましたけれども、鷲宮西中学校の方に

進学先を変更してもよろしいのではないかというご意見です。ほかにございます

か。もしなければ、その方向で進学先を変えるということで進めてよろしいです

か。 

 （異議なしの声あり） 

議長 

（西崎会長） 

ないようですので、その方向で進めたいと思いますが、正式な答申案を作らな

ければならないのですが、今日は無理ですので、前に太田小学校に関する答申が

この会で審議されたと思います。それに倣いまして答申案を作成して、次回、こ

の案について審議していただく形をとらせていただいてよろしいでしょうか。太

田小学校の時の答申と合わせますと、先ほど５年生・６年生の兄弟関係云々とい

こともありましたが、運用でその辺は解決できると思います。太田小の場合にも

そのような形を取っておりました。それについては上内小の答申案の中にもそれ

らの文言を入れて作っていただいて、次回、このことについての審議を行いたい

と思いますがよろしいでしょうか。この答申については、前に開催案内にもあり

ましたが、８月２２日に審議をしていただいて、８月３１日に最終的に教育長に

答申を渡すという形を取らせていただいて、上内小に関する諮問については３回

で答申をしていきたいと、今後の予定を考えております。上内小に関することは

これでよろしいでしょうか。 

松本委員 すみません。言葉の表現上の問題で申し訳ないのですが、前回もお話しさせて

いただいたのですけれども、諮問に久喜市立上内小学校の進学先であると。前回

の時に私は児童が必要ではないかとお話をさせていただいたのですが、今回配ら

れました資料１の表題が「上内小学校児童の進学先」、資料２においても「上内

小学校児童の進学先中学校」とあって、全て児童が入っているのに、なぜ諮問文

には入っていないのかなと疑問だったものですから声を上げさせていただきまし

た。それが１点と、資料１、上内小学校の保護者からの原文どおりの文章に誤植

があるのですが、ご指摘がなかったものですから。下から３行目、久喜市立とい

うとこで。原文どおりで誤植はまずいのかなと思いまして、お話させていただき

ました。以上でございます。 

議長 

（西崎会長） 

諮問の内容は、久喜市立上内小学校の進学先とありますが、児童が入っていな

いということですね。その辺は事務局の方で対応をお願いします。また、資料１

でミスがありましたので訂正していただきたいと思います。 

なければ、議題の（２）に進みたいと思います。（２）の「学校の適正規模・

適正配置に関する意識調査」の結果概要について、事務局から説明をお願いした

いと思います。 

事務局 

（川羽田主幹） 

資料７「学校の適正規模・適正配置に関する意識調査票の結果概要」につきま

して、ご説明申し上げます。 

 はじめに、調査期間は、平成２８年６月３日金曜日から平成２８年６月１７日

金曜日まででございました。次に、調査対象ですが、市内小学校の２学年及び５

学年児童の保護者、市内中学校の２学年生徒の保護者となります。また、調査方

法ですが、市内小中学校を通じて対象保護者へ調査票等を配布、回収いたしまし

て、事務局で集計いたしました。調査票回収率等ですが、小学校２学年児童の保

護者に対しては、配布枚数１,１０８枚、回収枚数８９３枚、回収率８０.６％で

ございます。小学校５学年児童の保護者に対しては、配布枚数１,２０７枚、回

収枚数１,０１５枚、回収率８４.１％でございました。中学２学年生徒の保護者

に対しては、配布枚数１,２０５枚、回収枚数８９１枚、回収率７３.９％でござ

いました。合計では、配布枚数３,５２０枚、回収枚数２,７９９枚、回収率 

７９.５％でございました。 

内容につきまして、はじめに、小学校児童の保護者の調査回答結果合計につき



まして、上位３つのみ、読みあげてまいります。 

問１の「小学校の１学年あたりの学級数として望ましいと思われる学級数はど

れですか。」に対して、１番多かったのが「３学級」５８.６％、２番目が「２

学級」２１.６％、３番目が「４学級」１４.８％でございました。 

問２の「問１の理由としてあてはまるものはどれですか。」では、１番目が

「クラス替えにより人間関係に変化を持たせることができ、友達もたくさんでき

る。」で３９.１％、２番目が「運動会や学習発表会等の学校行事が盛り上が

る。」で１４.０％、３番目が「社会性や協調性を身につけることができる。」

で１２.４％でございました。 

 問１・問２から、全体の９５％が１学年あたりの学級数として２学級から４学

級を望ましい学級数と考えていることがわかります。１学級が望ましいとした方

は２.１％でございました。 

問３「小学校の１学級あたりの児童数として望ましいと思われる児童数はどれ

ですか。」では、１番目が「２１人～３０人」で３６.７％、２番目が「１１人

～２０人」で１２.１％、３番目が「３１人～４０人」で１０.４％でした。 

問４の「問３の理由としてあてはまるものはどれですか。」では、１番目が

「先生の目が届きやすく、きめ細やかな指導が行いやすい。」で３８.４％、２

番円が「社会性や協調性を身につけることができる。」で１７.７％、３番目が

「クラス内の人間関係に変化が持てる。」で１６.５％でございました。 

問１・問２から、学級数は複数あったほうがよいと考える方が多いことが分か

りましたが、問３・問４とその自由記述から、一学級あたりの人数は３０人前後

で多少ゆとりのある編制が希望される方が多いと考えられます。一方、１０人以

下の学級を望ましいと考える方は全体の０.７％でございました。 

問５の「複式学級について、どのように思われますか。」では、「児童数が基

準に達しない場合は、複式学級もよいと考える。」が４８.３％で、「複式学級

は避けた方がよいので、近隣の学校との統廃合を検討すべきである。」が 

４７.２％でした。複式学級について、どう思うかをお尋ねした設問ですが、選

択肢１と選択肢２を比べると、ほぼ同数のご意見でした。その他のご意見として

は、「複式学級についてよくわからない」、「複式学級の場合には学習面が心

配」、「複式学級は避けた方がよいが、統廃合の場合の、遠距離通学が子供達に

負担があるのではないか」、「学校や地域の状況による」などのご意見がござい

ました。 

問６の「学校の統廃合により通学距離が長くなった場合、小学校の通学距離と

して、最長と思われる通学距離はどれですか。」では、１番目が「２．０㎞」で

３３.５％、２番目が「３．０㎞」で２２.７％、３番目が「２.５㎞」で 

１９.８％でございました。 

問７の「今後、本市において学校の適正規模・適正配置を検討する上で、重視

してほしいと思う点はどれですか。」では、１番目が「保護者や児童生徒の意

向」で３０.８％、２番目が「学校教育（生活）において望ましいと思われる学

級数や児童生徒数の確保」で３０.３％、３番目が「児童生徒の通学距離や通学

手段」で２８.３％でございました。 

次に、中学校生徒の保護者の調査回答結果につきまして、上位３つのみ、読み

あげてまいります。 

問１の「中学校の１学年あたりの学級数として望ましいと思われる学級数はど

れですか。」では、１番目が「３～４学級」で６０.８％、２番目が「５～６学

級」で３３.１％、３番目が「７～８学級」で３.１％でした。 

問２の「問１の理由としてあてはまるものはどれですか。」では、１番目が

「クラス替えにより人間関係に変化を持たせることができ、友達もたくさんでき

る。」で３４.２％、２番目が「運動会や学習発表会等の学校行事が盛り上が

る。」で１５.２％、３番目が「競争意識が生まれやすく、切磋琢磨し合える環

境である。」で１４.４％でございました。 

問１・問２から、全体の９４％が１学年あたりの学級数として３から６学級を



望ましい学級数と考えていることがわかります。２学級以下が望ましいとした方

は２.７％でございました。選択した理由を見ますと、複数学級のメリットを選

択した方が多くございました。小学校と異なる選択肢としては、３番目に、「競

争意識が生まれやすく、切磋琢磨し合える環境」が入りました。 

問３の「中学校の１学級あたりの生徒数として望ましいと思われる生徒数はど

れですか。」では、１番目が「２１人～３０人」で６６.４％、２番目が「３１

人～４０人」で２７.７％、３番目が「１１人～２０人」で５.５％でございまし

た。 

問４の「問３の理由としてあてはまるものはどれですか。」では、１番目が

「先生の目が届きやすく、きめ細やかな指導が行いやすい。」で３２.９％、２

番目が「社会性や協調性を身につけることができる。」で１８.９％、３番目が

「クラス内の人間関係に変化が持てる。」で１６.９％でございました。小学校

と同じく、問１・２から、学級数は複数あったほうがよいと考える方が多いこと

が分かりましたが、問３・４から、一学級あたりの人数は、多少ゆとりのある編

制が希望される方が多いと考えられます。小学校では、「１１人～２０人」が２

番目でしたが、中学校では、「３１人～４０人」が２番目となっています。一

方、１０人以下の学級を望ましいと考える方は全体の０.３％でございました。 

問５の「複式学級について、どのように思われますか。」では、「複式学級は

避けた方がよいので、近隣の学校との統廃合を検討すべきである。」が 

５１.１％、「生徒数が基準に達しない場合は、複式学級もよいと考える。」が

４６.２％でした。複式学級について、どう思うかをお尋ねした設問ですが、選

択肢１と選択肢２を比べると、「複式学級は避けた方がよいので近隣の学校との

統廃合を検討すべき」の方が約５％上回るご意見でした。その他の記述には、小

学校と同様に「複式学級についてよくわからない」、「複式学級の場合には学習

面が心配」などのご意見がありました。 

問６の「学校の統廃合により通学距離が長くなった場合、中学校の通学距離と

して、最長と思われる通学距離（自転車の場合）はどれですか。」では、１番目

が「４.０㎞」で３０.４％、２番目が「５.０㎞」で２９.７％、３番目が「３.

０㎞」で２２.０％でございました。 

問７の「今後、本市において学校の適正規模・適正配置を検討する上で、重視

してほしいと思う点はどれですか。」では、１番目が「学校教育（生活）におい

て望ましいと思われる学級数や児童生徒数の確保」で３３.４％、２番目が「保

護者や児童生徒の意向」で３１.２％、３番目が「児童生徒の通学距離や通学手

段」で２４.８％でした。 

 中学校では、問６で「中学校の通学距離として、最長と思われる通学距離（自

転車の場合）」を問う設問がありましたが、そこでは、６８.５％の保護者が４

㎞以上の通学距離を可能な範囲と考えていました。また、問７で「今後、本市に

おいて学校の適正規模・適正配置を検討する上で、重視してほしいと思う点」の

第１が、小学校とは異なり「学校教育（生活）において望ましいと思われる学級

数や児童生徒数の確保」でございました。 

 問２・問４・問５・問７における「その他」欄に記載されたご意見につきまし

ては、続けて記載しております。ここでは読み上げませんのでご覧いただきます

ようお願いします。 

 以上で事務局からの資料説明を終わらせていただきます。今後は、８月３１日

に開催予定の第４回学区等審議会で、この調査票結果を勘案しながら、「久喜市

立小・中学校の適正規模・適正配置基本方針」の素案を提案してまいりたいと考

えております。どうぞ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。回収率７９.５％いうことで、膨大な資料を小・

中、項目ごとに取りまとめていただいたのですが、先ほどの説明の中にも小学校

での傾向があり、中学校には中学校なりの傾向があるということでございまし

た。この資料を見て、ご意見がありましたらお願いいたします。 

 小学校の状況で、学級数がどの位が望ましいかということは、１学級ではあま



り望ましくないというのがはっきり出ていますよね、２.１％でした。できれば

多い方がいいということですが、５学級以上では目が届かなくなるので２.５%。

適正なのは２から３、４辺りですよね。それを選んだ理由としては、クラス替え

により人間関係を変化させるという３番目の項目で、やはり人間関係はクラスが

多い方が望ましいと。あまり少ない学級数では、運動会とか発表会等の学校行事

に支障があるのではないかという意見もありました。また、１学級は、１０人以

下というのは色々問題があるというのが出てきております。適正規模としては、

２０人から３０人程度が望ましいのではないかと。私的なことで申し訳ないので

すが、小学校で少人数学級をやっている学校の保護者は、少人数学級がいいよと

いうのが多いようです。それはたまたま、その教科を小人数学級で丁寧に教えて

いるから、教科によって経験していると、傾向はできますよね。これは私的な判

断です。その理由としては、先生の目が届きやすく、人数が多いと、きめ細かな

指導はできないと保護者は意識している。 

それから複式学級については、これはあまり体験していないので、どう判断し

ていいのか分からないというので、だいたい半々ぐらい。現実問題として、複式

学級というのはどのように指導しているのか、先生方がどう苦労しているのかと

いうこと、あるいは子供がどういう思いでいるのか。２年生と３年生が一緒とい

うような発達段階の違う子供が、学習内容が違うものを一緒に学習しているか

ら、その現場を保護者は見ていないですよね、体験もしていない訳ですから、こ

れは頭の中で判断しているのかなと考えられます。それから通学距離の問題。こ

れは大体２㎞から３㎞が多いですね。それから、適正規模・適正配置において

は、保護者や児童生徒の意向を考えてというのが１番多く、その次が学校教育に

おいて望ましいと思われる学級数や児童生徒数の確保、その次が通学距離や通学

手段ということで、その辺を考えていく必要があるのでしょう。 

中学校では、小学校と動きが違うんですよね。小学校は、教科担任ではなく学

級担任が全部大体教えているが、中学校は教科担任制になってしまう。そうする

と、学級数が少ない学校は教員配置が難しくなります。そういう現実を保護者が

知っているかどうかという問題はこの中にあります。例えば、私の時代には、農

村地帯の学校でしたから国語の先生が英語を教えていたんですね。それで、高等

学校へ行きましたら、全然ついていけませんでした、町の生徒に。町の方は学校

が大きいから専門の英語の先生がいた訳ですが、私たちは専門外の先生から教

わって高等学校へ行って一緒になると、太刀打ちできません。ということの現実

が中学校にはあるが、それは望ましくないということで、県の方でも免許状を取

らせて、研修を通して教員のレベルアップはしている訳ですけれども、難しいで

すよね。教科専門の先生と専門外でも免許を取って教えている先生がいる状況

が、学級数が少なくなれば少なくなるほどそういう傾向が中学校ではあります。

事務局の方でわかればお願いしたいのですが、現在の中学校の学級数は平均して

どのくらいですか。 

事務局 

（川羽田主幹） 

１１校ございますので、簡単に申し上げます。久喜中学校が５ないし６クラ

ス、久喜南中学校が全て２クラス、久喜東中学校が３ないし４クラス、太東中学

校が４ないし５学級、菖蒲中学校が全て３学級、菖蒲南中学校が１ないし２学

級、栗橋東中学校が全て５学級、栗橋西中学校が全て３クラス、鷲宮中学校３な

いし４クラス、鷲宮東中学校が全て４クラス、鷲宮西中学校が全て２クラスと

なっております。１１校でございますので、平均すると３クラス程度かと思いま

す。ただ、今申し上げたのには特別支援学級は含まれておりません。 

議長 

（西崎会長） 

 この統計の中でも３から４、５から６、その辺のクラスが妥当ではないかとい

う調査結果が出ておりますね。１クラスの人数についても小学校よりも多い人数

がいいのではないかという傾向があります。それから、適正規模・適正配置に関

しては、学校教育において望ましいと思われる学級数、児童生徒数の確保という

のが中心になって考えてはどうか。それから、保護者や児童生徒の意向を考えて

いく必要があるということで、同様の傾向がみられる。そういうことを考えて、

今後、久喜市の学校の適正規模・適正配置を、これらの資料からどう読み取っ



て、基本的な考え方をまとめていくために今後審議していくわけですが、委員の

皆さんからこんなことについて考えていかないといけないかなというのがありま

したらお願いしたいと思います。調査結果の概要を基にして基本方針を立てる訳

ですが、実際に皆さんも資料がありますので、次回の次、３１日までに小学校の

適正配置・適正規模はどのくらいがいいのではないかというのを、自分なりの案

を作ってみていただければと思います。距離はこのくらいがいいのではないか。

学区の地図がありましたよね。それを見ながら、この学校でこの人数だから、そ

れをまとめてもいいのではないか、そんな案を考えてみると、いいのかなと思い

ます。何かご意見ございますか。 

折原委員 鷲宮西中学校のケースの場合、上内小学校の児童が全部、鷲宮西中学校に行っ

たとしても、いずれにしても全部２クラスですよね。学級数は１年から３年まで

６クラス規模ですよね。そのような時に、私なんかは放課後のクラブ活動などを

想像してしまうのですが、例えば野球部とか色々なクラブがありますよね、それ

は、弊害はどのようなのですか。どうしてそういう言い方をするかと言うと、経

過を見ると、失礼な言い方ですが、鷲宮西中学校は鷲宮中学校の、歴史的には分

校みたいなイメージがあるのですよ、私にとってはね。そうすると一つになって

いく時代なのかな、失礼な言い方なのですが、そういうふうに感じることもある

のですよ。私はいつも鷲宮小学校にも行っていますので、西中の立派なイメージ

があるのですが、生徒数が増えない現状では、中学校の統合などということはあ

り得るんでしょうかね、今後。 

議長 

（西崎会長） 

その辺のことは、堀内委員どうでしょうか。 

堀内委員 部活動に関して言いますと、大きな学校にあって本校にないのはサッカー部だ

と思います。ただ、鷲宮中もサッカー部はありませんので。あと鷲宮中と比較し

てないのは陸上部ですね。あとの部活動は基本的には同じものがあります。た

だ、例えば、卓球部は今は女子がなく、男子だけというような形でバランスを取

りながらやっていますので、部活動は成り立っていると思います。 

議長 

（西崎会長） 

確かに小規模の学校になりますと、部活動というのは構成しにくいという点

は、どうしても問題になってくると思います。子供からすれば、これがやりたい

から、こっちの学校へということが当然出てくる可能性もあるんですけどね。部

活動の問題は、中学生にとっては生きがいになっているところもありますので。 

細川委員 すみません、事務局の方に質問なのですが。現時点ではなくて、これから５年

後、１０年後に人数的にはどのように減っていく、増えていくだとか、ある程度

将来的に考えたいので、今後の動向を教えていただきたいのですが。 

事務局 

（川羽田主幹） 

住民基本台帳を基に、現在生まれているお子さんに対しては、ある程度学区ご

との人数も把握できているところでございます。今日は手持ちの資料がないの

で、今後の検討の際には、そちらの方も準備してまいりたいと思います。 

細川委員 急激に減っていくことが予想されているところもあるのでしょうか。 

事務局 

（川羽田主幹） 

学区によってはございます。８月３１日のときに資料として準備させていただ

くことでよろしいでしょうか。 

議長 

（西崎会長） 

１月２７日、平成２７年度第４回の会議の時に平成３３年度までの児童数の変

動についての資料が出されています。そのような将来を見通して適正規模・適正

配置を考えていきたいと思います。 

細川委員 もう一回出していただきたいです。 

小林委員 この学校の適正規模・適正配置を考えるにあたって、既存の小学校、中学校が

ありますが、それを根本的にまっさらにしちゃって、このような基礎的なアン

ケートを基にして、こういう風に割り振って、作り直すことがこの諮問であるの

ですか。そうじゃなくて、既存は既存で生かして、小規模は小規模で生かしてい



くのか。現行をまっさらにして本当に学区とか色々考えて、大規模に改革をして

いくのか。その基本的な考えをお伺いしたいのですが。 

議長 

（西崎会長） 

この点については、大変難しいところがありますね。ここでまっさらにして、

一から始めましょうというのは、実際には教育的にはその方が望ましいのかもし

れませんが、裏側には保護者があり、財政があり、色々な条件が入ってくると、

そう簡単にはいかないと、私自身は思っているのですけれどね。 

小林委員 現行を生かしていく方向で考えていくということですね。 

議長 

（西崎会長） 

いかがですか。現実問題としては、それは難しいところがありますね。今まで

の町ごとにつくった学校を全部きれいにして、久喜市全体でならしてみるという

のが、本当は望ましいのでしょうけどね。それぞれ地域には地域のまとまりがあ

るし、考え方もあるということを考えると、現状の中で、できるだけ適正規模・

適正配置になるような方策を考えるということが、基本的に出てくるのかとい

う、私個人の考えです。 

細川委員 統廃合はできるのでしょうか。小さな学校になってしまっても卒業生だとか

いっぱいいらっしゃるので。 

議長 

（西崎会長） 

そういうこともあり得ると思います。全部、今までのかたまりでやりますよと

いうのではなくて、人数が少なくなると教育的に望ましくないから適正規模にし

ましょう、そうすると学校が統廃合することも起こり得る、それは考えていかな

いと。久喜市全体で、全部平らにして新しく作り上げるというのではなくて、現

状の中で、そういう小規模校があった場合には、統廃合をした方が望ましいだろ

うと、できる範囲の中で。 

田口委員 先ほど西崎会長の方からお話があったように、次回の会議の時にそれぞれの案

をという提案があったのですが、それに関して最小限度のルールとして、今お話

が出たように既存校ベースという一つの枠組みなのか、既存の旧久喜市、旧鷲宮

町、旧栗橋町、旧菖蒲町のベースで図るのかというルールを決めておかないと、

案を作った時に非常に多すぎてしまうかもしれないので、あくまでも一つのルー

ル的なものを今日提案していただければ、各委員が案を持ち寄りやすいのかなと

思います。 

議長 

（西崎会長） 

それぞれ、どこをベースにして考えていくのかということによって、それぞれ

あった旧の町の枠組みを外してということも考えられる。いや、昔の地区は残し

ておくけれども小さい学校については統廃合して、ある程度地域は温存しておい

て、場合によっては、小規模は小規模だけでまとめていこう、というような皆さ

んの考えを、例えば旧の菖蒲と旧の久喜を一緒にした方がいいのではないかとい

うような案があればそれでいいし、それぞれの委員さんに、こういう方法がある

よ、自分だったらどういう方法があるかなと、一つ二つ案を作ってもらって、皆

さんで話し合ってもらえればいいと思います。これにしようと決めてしまうと、

その枠の中でやるというのはちょっと窮屈なところがある気がします。皆さんの

考える中で、現状からみてここは統廃合した方がいいのではないか、ここは全部

まとめるのは無理があるのではないかなど考えていただきたいと思います。私自

身としては、小中一貫校というのが叫ばれていますよね。そしたら新しい学校を

作ったらどうか、小中一貫校をということもあり得るでしょう。そこまで考えて

しまうと、みんなバラバラになってしまう。その運気として、今、中学校区を中

心とした一貫教育を久喜市ではやっておりますので、それはそれなりの意味が

あってやっている訳ですね。 

大谷委員 最終的には、答申をする時にどのような形式で、長い一文で出すのか、これに

ついてはこれ、これについてはこれ、総合的にはこれとか。答申の仕方というの

は、どの様なところを最終的な落とし所として考えたらよいのでしょうか。 

議長 

（西崎会長） 

事務局の方で、筋書きというのはありますでしょうか。項目立てぐらいは。 



事務局 

（赤岩課長） 

皆様から様々なご意見をいただいているところでございますが、そのようなご

意見を踏まえた上で、久喜市として考えるところの適正規模・適正配置というの

はどういうものなのか、それを実現していくために会長がおっしゃったように

色々な方法が出てくるかと思いますが、そのようなものを記述した基本方針とい

うようなものを策定いたしまして、計画書まではいかないですけれども、ミニ計

画書みたいなものを策定いたしまして、それを次の次の回に、アンケート結果、

皆さんのご意見などを基にしまして、私どもで素案を策定いたしますので、それ

についてご意見をいただいて、その基本方針を成果品として仕上げていただきま

して、それを答申とするというような形でのイメージを、今のところ考えている

ところでございます。 

議長 

（西崎会長） 

この審議が始まる時に文科省が出している適正規模・適正配置に関する手引書

が出ています。これらを参考にしながら、久喜市で考える基本的な考え方をまと

めていくということで捉えていただければと思います。ここに学校規模の適正化

をどうするとか、学級数をどういう視点でものを見ていくとか、色々な視点が出

ておりますので、久喜市で対応できる基本的な内容というものは何かというもの

を、あとで事務局の方で基本的な数字でも出していただいて、基本方針の素案を

作っていただきたいと思います。具体的にあの学校をどうする、この学校をどう

するということではなくて、学校の規模はどのくらいで、通学はこのような内容

でというような配慮をした基本方針というふうに考えていただければいいのかな

と思います。それから、場合によると、距離が長くなった場合には、こんな方法

も考えられますというぐらいは出てくるかもしれませんけどね。 

折原委員 太田小学校の児童さんが太東中に全部行くようにということで、経過措置で弾

力的な運用をするということで久喜東中に行っている現況は、教育委員会は把握

していますでしょうか。 

事務局 

（川羽田主幹） 

現状で、この場で申し上げる数字がありませんので、確認しておきます。 

折原委員 結局、久喜地区に関しては、青葉小学校と青毛小学校が全て久喜東中学校にと

いうように、小学校と中学校が一体、小中連携といいますか、そういうふうに

なってきましたよね。太東中も同じことです。久喜南中も清久、江面第一・第二

がそこに行くとか、久喜小、本町小と北小が全部久喜中というように、久喜地区

に関してはすっきりなりました。今日のお話だと上内小学校と鷲宮小学校は、全

部鷲宮西中学校に行くというすっきりした形になります。今後の課題として、桜

田地区、東鷲宮小学校、栗橋南小学校の場合には、分かれていますよね。その辺

については今後どのようなポリシーで行くのですか。個別でいくのですか。と言

うのは、久喜市の大きな行政の中では、小中連携ということをうたっていますよ

ね。うたっているのか、それに手をつけているのか私は分かりませんが、旧栗橋

町、旧鷲宮町の辺りはどうなっているんでしょうかね。 

議長 

（西崎会長） 

その辺は、一貫教育ということを重視するのであれば、一つの中学校区の中に

一つの小学校区に入るよう配慮することが望ましいで、いいのではないでしょう

か。こうしなさいではなくて、これが適正規模の配置ですよと。しかし、それは

できるできないは、また別に考えた方が良いのではないでしょうか。一貫教育を

行っている以上は、小学校が二つの中学校に分かれることはあまり望ましくない

ですよね。一つの学校に行った方が、一貫教育ができやすいですよね。太東中学

校区、久喜東中学校区でやっている一貫教育という姿が、ほかの地域もそれに

倣ってやっているようですが。そういう方向が望ましいということで、適正規

模・適正配置の基本方針の中で入れても構わないと思います。 

ほかにございますか。自分なりにこんなことを考えているということで、あま

り硬く考えないで、自分ならこんな方法がいいのではないか、こんな基本方針を

立てたらよいのではないかということを、考えていただければと思います。もし

ないようでしたら、以上で（２）の議題については終了したいと思います。 



本日の議題は二つでしたので、審議については以上で終了にしたいと思いま

す。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） 

次にその他でございます。今後の予定について申し上げます。皆様には先日の

通知でもご案内したとおり、次回の会議は、８月２２日、月曜日、午後１時３０

分から開催いたします。また、その次としましては、８月３１日の水曜日、午前

１０時から開催する予定で、場所は、いずれも本日と同じ菖蒲コミュニティセン

ターボランティアビューローでございます。会議内容は、先ほどの審議の中にも

ありましたように、２２日が上内小学校児童の進学先中学校に関する案件としま

して答申書案について検討していただきたいと考えております。また、３１日

は、冒頭で答申書をご提出いただきまして、その後は、学校の適正規模・適正配

置に関する基本方針について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。ただ今申し上げました今後の予定について、ご質問等はご

ざいますでしょうか。 

 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 本日は大変お忙しい中ご出席いただき、また、貴重なご意見をいただきありが

とうございました。私たちは、学校の適正規模・適正配置に関する基本方針に向

けての意見をまとめるということですが、本日、色々な立場でご意見をいただ

き、また、会長から宿題として委員さんごとに案を持ち寄って、この方針をまと

めていければいというご意見がございましたので、ぜひ、それぞれの立場、ま

た、地域性を考慮しながらお考えいただければと思います。今日、この調査結果

から、単学級ではあまり望ましくないという考えが多く、問７の質問では、小学

校、中学校とも、学校教育において望ましいと思われる学級数や児童生徒数の確

保が重要というご意見が多かったように思います。ただ、現実的には小学校では

単学級が８校ぐらいあるかと思いますので、２学級以上の学級配置というのも現

実的には大変厳しいのかなということも、ふと頭に浮かびましたが、ぜひ、委員

の皆様方にはそれぞれの立場で考えていただき、８月３１日のこの会議ではご意

見をいただければと思います。話が長くなりましたが、以上をもちまして、第２

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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