
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、１６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。今日は青空が素晴らしい天気になりました。学校

では、夏休みが終わって二学期がスタートしたところでございます。一般的に夏

休みから二学期に入った時、子どもたちの心の揺れ、色々な問題が噴き出してく

る時期だそうです。この時期は自殺関係では、一番多いようですね。今年も色々

な事件が起こりましたが、そういう状況をいかに無くしていくかということは、

教育に関わる、特に学校では大変なお仕事だなと思います。それから地域でそう

いう問題行動が起こらないように地域が見守るということも大事だろうと思いま

す。ある地域では、地域も協力しますよと言いながら、事故が起きてしまったと

いうところもあるようですね。そういうスタートの時期で、お忙しいところ皆様

にお集まりいただきまして、答申並びに適正規模・適正配置等について審議して

いただければと思います。 

 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、名簿順で矢澤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

小学校児童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」、答申書案を事務局から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。 では、

はじめに、答申書（案）の全文を読ませていただき、その後、説明を加えさせて

いただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。答申書（案）をご覧

ください。 

（答申書案朗読） 

 答申書の概要としては、上内小学校の卒業生が２校に分かれず、同一中学校に



進学することが望ましいこと、鷲宮西中学校へ通学する方が通学時の安全が確保

できるものと考えられること、保護者から要望があがったことから、「上内小学

校の児童の進学先である中学校は、平成２９年３月に卒業する児童から、鷲宮西

中学校に統一することが適当である」とするものです。 

 また、附帯意見として、「平成２９年４月１日現在、上内小学校区から鷲宮中

学校に就学している兄、姉がいる場合は、保護者の願出により、その弟又は妹も

同校に入学できるよう配慮されたい。」とさせていただきました。現在、上内小

学校に在籍している児童が、上内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、鷲宮中に在籍している場合は、鷲宮中学校に入学できるという

ものです。 

また、前回の審議会で、ご質問のあった太田小学校から太東中学校の進学に関

して、附帯意見にあるように、兄弟関係が理由で久喜東中学校に進学した児童

は、１名でございます。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。 

議長 

（西崎会長） 

上内小学校児童の進学先中学校の件に関しては、前回の会議において、鷲宮西

中学校へ統一することでご了承をいただき、ただ今説明がありましたように、事

務局において、答申書案を作成したところです。 

本日は、この答申書案について審議し、審議がまとまりましたら答申書を教育

長に提出する予定です。それでは、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 内容はこれでいいかと思うのですが、表記上でどうかと思いましたのでお話さ

せていただきたいのですが。本文の記以下で５行目のところですが、「同一小学

校の児童については、同一中学校へ通学することが望ましく、近隣の鷲宮西中学

校へ通学する方が」とありますが、「同一中学校へ進学することが望ましく、近

隣の鷲宮西中学校へ進学する方が」と、進学先の答申であるなら、「通学」より

も「進学」の方がすっきりするかと個人的に思ったのですがどうでしょうか。 

議長 

（西崎会長） 

「通学」ではなく、「進学」ということすが、どうでしょうか。 

田口委員 進学を希望する声はよろしいのですが、進学することに関しては、児童側・保

護者側に選択の意見があると思うので、例えばそれ以外の私立の中学校であると

かを阻害する文言にはならないのかなと感じます。進学することが望ましくとい

う文面にされますと、教育委員会の資料から進学することが望ましいといわれて

しまうと、そこ以外のところは望ましくないと捉えることはできないですかね。

通学することは別に構わないのですが、進学というふうに言われてしまうと、そ

こにしか選択肢がないように捉えられる方もいらっしゃるのではないかなと感じ

ます。製作者側の意見をお聞きしたいのですが、あえて変えた意味合いはそこに

意味があると読みました。以上です。 

議長 

（西崎会長） 

小学校６年生の子どもの進学先は、親からすれば、決められた中学校に進学し

なくとも、例えば私立の中学校に進学してもいい訳ですよね。 

田口委員 望ましいと言われてしまった時に、逆を言えば望ましくないのかというふうな

取り方も、取れなくはないのかなと思います。 

議長 

（西崎会長） 

同一中学校に行くことが望ましいといって、ほかの中学校に行ってはいけない

ということではないですよね。そうすると「進学」でもいいのではないですか。 

事務局 

（赤岩課長） 

 ご意見ありがとうございます。「進学」か「通学」かということですが、又の

文章のくだりに案としては「通学」という言葉が２箇所出てまいります。最初の

「通学」という言葉については、あくまでも上内小学校の卒業生が次に進む学校

として、同じ中学校にした方がよいという意味でございまして、これは、今、田

口委員さんからご意見が出ましたように、私立中学校に進学することを妨げると

いうものではございませんで、あくまでも久喜市立の小・中学校の学区というの



が答申の表題にもなっておりますように、久喜市立の小・中学校の学区割を変更

したいというのが趣旨でございますので、最初の行の「通学」という言葉につき

ましては、上内小学校を卒業されたお子さんが進む中学校として鷲宮中学校に統

一したいという趣旨でございますので、「進学」という言葉を使用して適当かと

思います。２行目では、近隣の鷲宮西中学校に通学ということですが、これにつ

いては進学とは切り離しまして、学校へ通うという意味合いでございますので、

こちらについては「通学」という表記が適当ではないかなという考えでございま

す。 

議長 

（西崎会長） 

いかがですか。それでは、同一中学校へ通学を「進学」ということで訂正して

よろしいですか。もし意見がなければそのように修正したいと思います。 

ほかに意見がなければ、この案を修正して、これを答申することでよろしいで

しょうか。 

 （同意の声あり） 

議長 

（西崎会長） 

それでは、答申書作成のため１０分間休憩とします。 

 （暫時休憩） 

司会（井出担当 

主査） 

それでは、西崎会長から柿沼教育長へ答申書をご提出いただきたいと存じま

す。よろしくお願いします。 

 （会長が答申書を読み上げ、教育長へ渡す） 

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。本日はご多用の中、久喜市立小・中学校学区等審議会にご

出席いただきましてありがとうございます。 

 昨日、台風１０号が東北に上陸し、東北・北海道には大きな被害があったよう

でございます。久喜市の小・中学校は、エアコンが導入されたこともありまし

て、また、教育課程が変わる時期ということで、授業時間数を確保したいことか

ら、今年度から夏休みを４日間短縮いたしました。したがって、既に小・中学校

では、２学期が始まっていたのですが、昨日は台風が接近するということで臨時

休校といたしましたが、今日は平常通り始まっているところでございます。 

 さて、先ほどは、西崎会長から答申書をご提出いただき誠にありがとうござい

ます。今回の諮問事項につきましては、審議会の皆様にとりましては、突然のお

願いであった訳でございますが、限られた時間でご審議し、本日、このように答

申書をご提出いただきまして、改めて感謝を申し上げます。本日、ご提出いただ

いた答申につきましては、９月の教育委員会定例会に諮りまして、平成２９年４

月の入学者から対応できるように、速やかに準備を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

今後、審議会の皆様には、以前に諮問させていてだいている、市立小・中学校

の適正規模・適正配置に関する基本方針について、具体的な審議をいただく予定

でございます。本日、この後に、事務局から基本方針の素案について説明させて

いただきますが、児童生徒数が減少する中、小・中学校の教育をより充実したも

のにするためには、どのようにしていくかということは、教育委員会にとりまし

ても大変大きな課題の一つであります。ぜひ、審議会の皆様におかれましては、

将来を担う子どもたちが、いきいきとした、充実した学校生活が送れるよう、広

い視野をもって、学校の適正配置・適正規模に関する基本方針について、ご審議

くださいますようお願い申し上げまして、私からのあいさつとさせていただきま

す。引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

司会（井出担当 

主査） 

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（井出担当 

主査） 

委員の皆様には、答申書の写しを配布いたします。 

 （答申書の写しを各委員に配布） 

司会（井出担当 

主査） 

次に、議事を再開させていただきますので、改めて議事の進行を会長にお願い

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） 

それでは議事を再開します。 

（２）の久喜市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針の素案に

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） 

はじめに、資料２の久喜市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方

針の素案について説明させていただきます。 

資料を１枚めくっていただきますと左側に目次がございます。この基本方針の

構成でございますが、Ⅰとして、この基本方針策定に至る背景について、Ⅱとし

て、市立小・中学校の児童生徒数、学級規模の推移や学校の小規模化や大規模化

に伴う課題について、Ⅲとして、適正規模・適正配置の考え方について、Ⅳとし

て、適正規模・適正配置の方策についてそれぞれ示しています。なお、Ⅴの「適

正規模・適正配置の基本的な考え方」については、現在検討しているところでご

ざいます。 

それでは、それぞれの内容について具体的に説明してまいります。右側の１

ページをご覧ください。Ⅰの「はじめに」では、前半部分において、学校教育に

おいて児童生徒が成長する上では、ある一定規模の集団の確保が望ましいと考え

られる一方、本市では小・中学校の小規模化が進んでおり、そのことに伴い課題

が生じることが懸念されていることを述べています。また、後半部分では、教育

委員会で掲げる基本理念「未来をひらく 心豊かな久喜の人づくり」の実現化に

おいては、学校規模や配置の適正化を進めることが必要と考え、基本方針を策定

する旨について述べています。 

 ページをめくっていただきまして、次に、Ⅱの「市立小・中学校の現状」でご

ざいます。ここでは、１として、昭和５９年から平成２８年度現在に至るまでの

児童生徒数と学校数の推移を表記しており、現在の児童生徒数がピーク時と比較

して、大きく減少していることと、その間における学校数の変化について述べて

います。次の２では、今後の児童生徒数の将来推計について表記し、今後も児童

生徒数の減少に伴う学校の小規模化が進むと考えられること、平成３４年度にお

ける児童生徒数の見込み数について述べています。続いて、３ページをご覧くだ

さい。３の「小・中学校の規模」では、別表３、別表４において、学校の学級規

模について、平成２８年度と平成３４年度を比較したものを表記し、各学校間で

学級数に大きな差があることを述べております。また、平成３３年度には、３校

の小学校で複式学級の編制が予想されることについて述べています。 

次に４ページをご覧ください。４の「学校の小規模化・大規模化に伴う課題」

では、小・中学校の小規模化によって生じる課題について別表５で表記し、ま

た、複式学級による課題、大規模校による課題についても述べております。な

お、ここに記載した課題の抽出にあたりましては、過日実施した意識調査の結

果、国の「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」等を参

考にしたところでございます。 

 次に５ページをご覧ください。Ⅲの「適正規模・適正配置の基本的な考え方」

でございます。ここでは、１において、本市における基本的な考え方として、 

（１）で、多様な人間関係を育むための学習集団を構成することができる規模で

あること。（２）で、クラブ活動や部活動において多様な選択ができる規模であ

ること。（３）で、一定の教員数の配置が可能な規模であること。（４）で、学

校の配置には、児童生徒の通学距離を考慮することについてそれぞれ述べており

ます。次の２では、１で掲げた基本的な考え方を踏まえ、学校の適正規模・適正



配置の基準を示しています。はじめに、適正規模の基準でございますが、小学校

では、望ましい規模として、１２学級から１８学級としました。これは、保護者

への意識調査の結果から２学級から３学級とのご意見が多数であったこと、学校

教育法施行規則における小学校の標準学級が１２から１８学級であることを参考

にしたところでございます。また、中学校では、望ましい規模として、９学級か

ら１８学級としました。学校教育法施行規則に基づく標準学級数は、小学校と同

様、１２から１８学級ではありますが、下限を９学級とした理由は、意識調査の

結果、１学年あたりの学級数として、３から４学級のご意見が６０．８％と過半

数を超えていたことと、また、９学級の場合には、教員の配置人員が、校長・教

頭を除くと１５人となり、全教科に常勤の教員を配置することが可能となるため

でございます。次に、適正配置の基準でございますが、小学校の通学距離は、概

ね３㎞以内、中学校の通学距離として概ね５㎞以内としました。これにつきまし

ては、現在の通学距離の最長が小学校で約３．２㎞、中学校で約４．９㎞である

ことを考慮しました。また、保護者への意識調査結果において、通学距離として

最長と思われる距離に対する回答が小学校では３．０㎞と３．５㎞、中学校で

は、５．０㎞と６．０㎞を境に極端に回答割合が減少していたことから、小学校

で３㎞、中学校で５㎞の基準としたものでございます。ただし、ここに示した適

正規模、適正配置の基準は、あくまでも現時点での案でございますので、今後、

審議会の中でご審議いただきたいと考えております。 

次に、６ページをご覧ください。「Ⅳ適正規模・適正配置の推進の方策」でご

ざいます。ここでは、学校の規模や配置の適正化における方策として、通学区域

の見直し、学校の統廃合の考え方について述べています。通学区域の見直しにお

いては、通学路の安全性や学校と地域との関係性などを考慮し、その際には保護

者や地域住民へ説明し、相互理解を図ることについて述べています。次に、学校

の統廃合においても、同様に保護者や地域住民へ説明し、相互理解を図りながら

進めること、基本的な考え方としては、原則として新設校としての設置であり、

設置場所については、既存の学校を活用する旨について述べております。また、

本市においては小中一貫教育を推進していることから、施設一体型の小中一貫教

育学校として、義務教育学校の設置についても、地域の実情によっては検討する

旨を述べております。 

なお、目次にございましたⅤの「適正規模・適正配置の具体的な進め方」につ

きましては、先ほど申し上げましたように現在検討中ではございますが、次回の

会議ではお示ししたいと考えております。 

資料２の久喜市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針の素案に

関する説明は以上でございます。 

続きまして、資料３に基づき、久喜市立小・中学校適正規模・適正配置基本方

針の策定に向けたスケジュール（案）について説明させていただきます。 

本日、第３回審議会では、事務局から基本方針の素案を提示させていただき、

概要説明をさせていただいているところですが、具体的な審議につきましては、

次回の第４回審議会からご審議いただきたいと考えております。なお、次回から

のご審議を円滑に進めるため、資料にも記載させていただいたとおり、事前に委

員の皆様から基本方針の素案に対するご意見・ご質問をお受けしたいと考えおり

ます。具体的には、資料４として、基本方針（素案）に対する意見・質問書をお

配りしておりますので、こちらをご覧ください。この表にある例を参考に、左側

の欄から項目、ページ、ご意見またはご質問をご記入ください。その際、ご意見

等の記載に当たりましては、修正案がある場合は具体的な内容と、その理由につ

いてご記入いただければありがたいと思います。 

また、ご検討の際には、特に、Ⅲの適正規模・適正配置の基本的な考え方につ

いて、ご確認いただきたいと考えております。なお、この様式には書ききれない

場合は、裏面等をご利用いただいても構いません。委員の皆様には、お忙しいと

ころ申し訳ございませんが、ＦＡＸまたはお配りした返信用の封筒をご利用の

上、意見書をご提出くださいますようお願いします。 



 次に、第４回の審議会では、委員の皆様からいただいた意見書につきまして

は、事務局でとりまとめ、いただいたご意見等に対する事務局の考え方を付した

ものを資料として提出いたしますので、それらのご意見を基にご審議いただきた

いと考えております。また、事務局においても、いただいた意見で、すぐに反映

できる部分については修正し、また、現在検討中とし、未記載の部分を加えて、

基本方針の案を作成したいと考えております。その後、第５回会議では、第４回

の審議事項を踏まえて基本方針（案）としてまとめ、現時点におきましては、１

２月中旬頃に開催予定の第６回の審議会で、最終的に答申書をまとめていただ

き、答申書をご提出いただきたいと考えております。なお、今回お示ししたスケ

ジュールは案でございますので、審議の時間がもう少し必要ということであれ

ば、これに加えて会議を設けることも可能であると考えております。そして、答

申書ご提出後は、早ければ平成２９年の１月末には、教育委員会として適正規

模・適正配置の基本方針を策定したいと考えております。簡単ではございます

が、スケジュール案の説明は以上でございます。 

最後に、資料５の「平成２８年度から平成３４年度における学校別児童生徒数

及び学級数の変動見込み」について、説明いたします。この資料における児童生

徒数は、裏面に記載してありますように、平成２８年度は５月１日現在の実数で

ございまして、平成２９年度以降は、この数と住民基本台帳上の人口を参考に算

出した数です。なお、学級数につきましては、特別支援学級を除いた数でござい

ます。 

小学校の欄をご覧いただきますと、平成２８年度と平成３４年度を比較した場

合、児童生徒数が増加する学校が４校、減少する学校が１９校となる見込みで

す。なお、児童数が１００名以上減少するのが、東鷲宮小学校の１８９人、栗橋

南小学校の１６３人で、学級数が４学級以上減るのは、栗橋南小学校が６学級、

久喜北小学校と東鷲宮小学校が４学級の減でございます。また、減少率から見ま

すと、児童数が３０％以上減少する学校が、江面第二小学校、清久小学校、久喜

北小学校、小林小学校、栢間小学校と５校あり、現在において全て単学級の学校

において減少率が高い傾向が見られます。 

また、学級数の左側に黒い星印がある学校は、複式学級の編制が見込まれてい

る学校で、平成３３年度から江面第二小学校、小林小学校、上内小学校の３校で

複式学級の編制が見込まれているところです。 

次に、中学校の欄をご覧ください。同様に、平成２８年度と平成３４年度を比

較しますと、生徒数では、４校が増加し、７校が減少となる見込みです。増加が

目立つ学校としては、鷲宮東中学校で、生徒数が１６９人増加し、学級数が４増

加することが見込まれます。一方、生徒数の減少が目立つ学校は、久喜中学校の

８３人、久喜東中学校８３人、栗橋西中学校５２人、それぞれ減少する見込みで

す。学級数では、栗橋東中学校及び栗橋西中学校３学級、久喜中学校２学級の減

少となる見込みです。なお、中学校で生徒の減少率が３０％を超える学校はな

く、久喜東中学校の２０．９％が最も高い減少率となっております。この資料５

につきましては、今後の審議において参考にしていただければと思います。 

私からの説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

議長 

（西崎会長） 

適正規模・適正配置の基本方針の素案として最初の目次のところを見ていただ

ければと思いますが、目次の項目立てについて、生徒数の推移について、また課

題ということについて盛り込んでいます。そして課題に対して適正規模・適正配

置をどのように考えたらよいか、それから４番目に適正規模・適正配置の推進の

方策として、通学区域の見直し、学校の統廃合も考える、それから５番目は、そ

の具体的な進め方という項目立てをしております。前回に皆様にどのような基本

方針を考えたらよいのかということで、それぞれ考えていただきたいというお話

しをした訳ですけど、案としてはこのような５項目で構成をしております。まず

は、その項目立てで、何かありましたらご意見をお願いします。 

田口委員 「はじめに」のところに書いてありますように、３０数年前のピーク時の半数

以下になっているとあるのですが、現状と同じくらいの児童生徒数であった時



の、以前これくらいの規模であった時の小学校であるとか児童生徒数であるとか

の資料を添付していただければ、かなり乱暴な意見になるかと思うのですけれど

も、ある意味その時の適正であったところ、少なかった時の適正配置。あくまで

もこれを見ると多かった時に対しての現状しか見ていないですけれど、逆に言え

ば今と同じくらいの児童生徒数であったときの配置を参考にしていただければ。

昔はみんな歩いていただとか、我々は通っていたんだという話も一つ説得力にな

るのかなと思ったので、資料として追加していただければ、目を通した時に分か

りやすい基本方針になるかなと感じました。 

議長 

（西崎会長） 

それは過去何年ぐらい遡りますか。 

田口委員 その辺の資料が全くないので。逆に言ったら今と同じくらいの児童生徒数だっ

た頃の規模であれば、どのような配置であったのか。以前であれば、私は東口に

しか住んでいないのでわかりませんが、太田小だけで賄えた時は、どのくらいの

人数であったのか。太田小と青葉小になった時でどのくらいなのか。太田小・青

葉小・東小・青毛小となった時で、どのように分けていったのかなと。遡った資

料も欲しいなと思ったということです。 

議長 

（西崎会長） 

そうすると、この審議会では過去はそうであったから、将来もそんなに変えな

くていいという案が出そうですね。 

田口委員 過去に遡った案にしてもいいかなという案が出てもいいかなと。 

議長 

（西崎会長） 

昔に戻るということですか。そうすると青葉小・青毛小が分割した時、太東

中、東中が分割した時とか、久喜市は分かるのですが、菖蒲とか、鷲宮、栗橋と

か色々違いがありますよね。そういう資料が得られますかね。そこまでこの資料

に載せることが必要であるかどうか。過去に遡ることが必要かどうか。例えば久

喜の場合には、青葉小・青毛小ができた時、どのようの状況でできたのか。久喜

東中、太東中がどうしてできたのか。当然それは、人数が多くなったために分割

している訳ですよね。学校をつくる方向に行ってますよね。 

田口委員 逆に少なかった時は、現状で収まっていたのかを見たいのです。 

議長 

（西崎会長） 

少なかった時ということは、そういう分割が起こる前ですね。 

田口委員 前ですね。 

議長 

（西崎会長） 

そこまで遡る資料がありますかね。青葉小ができて何年経ちますかね。 

田口委員 ４１年ですね。 

議長 

（西崎会長） 

それ以前ですよね。 

田口委員 青葉団地がなかった頃は、私は吉羽の栗原よりに住んでいるんですけど、私の

父は太田小に通っていました。 

議長 

（西崎会長） 

その頃は人口がどんどん増えている状況ですよね。そうすると人口が増える前

の状況を知らないといけないですよね。 

田口委員 あると参考になるかなと思いました。そうすると、上内小ができた経緯もわし

宮団地ができて、あの小学校ができたのであれば、今、その役目がなくなったと

いうことも見られるかなと。人口の増加が見られる地域と見られない地域は今後

の都市計画なり、人口の分布を見ていけば分かると思うので、先を見据えていか

ないと、単純に増えるだろう減るだろうであれば、その時も遡って見たいなと

思った、個人的な意見です。 

 



議長 

（西崎会長） 

もし、それを考えるのであれば、昔は人口が少なかったために生活できてい

た。ところが、人口が増えてきたために学校が膨らんでいったというところは見

る必要がないのですね。その前なのですね。 

田口委員 そうです。今後増えることも見込めないので。 

議長 

（西崎会長） 

それがこの審議会に必要かどうか。そこまで遡って昔の学校の児童数だけの変

化しか見られませんよね。子どもの生活の様子とか、保護者の考えとか、そうい

うことは全く、数字上のことだけですよね。果たしてそれに意味があるのか、昭

和３０年代。 

田口委員 そういった形でプレゼンをしていくのであれば、まず箱があって、そこに人を

入れて行く訳ですから、その箱の中に収まる分布だとかというのも、ひとつ参考

になるのかなと思った次第です。 

議長 

（西崎会長） 

そうすると児童生徒数と学校数の推移のところに昭和３０年代のものを入れる

ということですか。 

田口委員 あったら見てみたいなという、好奇心でもあるのですが。 

議長 

（西崎会長） 

事務局の方はありますか、そういう資料は。 

事務局 

（赤岩課長） 

調べてみないと分からないのですが、もしございましたら、こちらに載せるか

どうかは別として、参考資料として提示することができるかもしれません。 

堀内委員 何年にどこの学校に何人いたかということは、学校の沿革史がございますか

ら、そこには記録されております。各学校に調査をかければ、調べることはでき

ると思います。 

鈴木委員 田口委員さんがおっしゃっているのは、きっと今後適正配置を考えるのに、あ

る程度区画で配置をということですよね。トータルの人数を過去に遡ったとし

て、どこの地域に対象の児童が住んでいたか。例えばトータル６千人で、５０年

前に合わせたとしても、菖蒲に密集していたのか、久喜に密集していたのかで変

わってくると思うので、あまりそこに集中して注力するよりは、現状を踏まえて

考えた方がいいのかなと私は思いました。 

議長 

（西崎会長） 

一応、もし調べられたらここに載せる載せないは関係なく、資料が見つかれ

ば、昭和３０年代の児童数、学校名の資料を提出していただき、それを見ながら

これに載せるかどうかの判断は考えるということでよろしいですか。 

細川委員 私も参考に聞きたいことがございまして、近隣の市町村でどのように統廃合し

ているのか参考にしたいなと。 

議長 

（西崎会長） 

この適正規模・適正配置に関する基本方針を近隣でどういうものを作っている

か、参考になるようなものがあったら資料としてということですか。その辺は事

務局、可能ですか。 

事務局 

（赤岩課長） 

インターネットで調査させていただきたいと思います。また、問い合わせ等し

てこのようなものを策定したのであれば、取り寄せることもできるかと思います

ので、調査したいと思います。 

議長 

（西崎会長） 

インターネットで調べられるのですね。 

事務局 

（赤岩課長） 

載せているところもあると思います。 

小林委員 それと関連して、保護者の方にアンケートをとりましたよね。そのアンケート

の結果なども、近隣でもこの適正配置でアンケートを取っているところがあれ

ば、参考には引き出せないですかね。それから、保護者アンケートをとって、ど

のように反映していくのかというのが見えないところがあるのですが。 



議長 

（西崎会長） 

近隣の市町村でアンケートが実際に行われているのであれば、どんな内容で行

われているのか、もし資料としてあれば出していただきたい。それから、実際に

久喜市ではアンケートを行っている訳ですから、その内容がどこかで生かされな

ければいけないと考えると、例えばこの基本方針の資料として、結果そのものを

載せておくという手はありますよね。それがどのように活用されたかは、調査に

よれば、このようなことだという文言が出てくれば。 

事務局 

（川羽田主幹） 

意識調査をこちらの基本方針にどのように反映したかということについて補足

させていただきます。例えば、基本方針の４ページの学校の小規模化による課題

というところで、ここに記載した課題についてアンケートで出てきた意見を反映

させております。また、５ページの１の適正規模・適正配置の考え方の中にもア

ンケートで出てきた結果を、この部分ということで今はお示ししませんが、反映

しております。また、２の適正規模・適正配置の基準で編みかけになっていると

ころ、ここはまたご審議いただきたいところでございますが、国の基準ではなく

アンケート結果を反映した数字の設定に事務局案としてはしております。６ペー

ジにつきましても意見を反映したところでございます。言葉が足りないところは

ありますが、練りこんであることでご理解いただきたいと存じます。 

議長 

（西崎会長） 

ということで、アンケートの結果に基づいて構成しているということですが、

小林委員さんが話したように、アンケートを利用していますという文言が見えな

いということはありそうですね。表記上の問題が出てきそうですね。その辺は工

夫するところかもしれませんね。他に目次に関わって何かありますか。もしなけ

れば、基本方針に対する質問書がありますが、例に合わせて、自分の考え、修正

案にそれぞれの委員の皆さんの考えをできるだけ反映させると、ここで審議をし

て進めればよいのですが、それを一つひとつ行っていきますと回数が１回や２回

では終わりませんので、大変申し訳ないのですが、この意見・質問書に書いて、

封書又はＦＡＸで９月１２日までにお送りいただいて、次回は、それらの意見が

あったが、この審議会としてはどうするかという形を次回とらせていただきたい

と思います。その点はよろしいですか。中には文言上の問題があった場合も記入

してみてください。場合によっては、このページの後にこのような内容も入れた

方がいいのではないかということがあれば書いてください。また、表が見やすい

かどうかという問題もありますし、あるいは表現方法がどうなのかということも

ありますので、その辺ところもご記入いただければと思います。細かな審議は次

回、それぞれのご意見は事前に事務局に送っていただいて、それを基に審議を進

めていく形で、１０月３日に第４回の審議会を行いたいと思います。あまりにも

その量が多くなり、４回だけでは終わりそうにないとなると、スケジュールを変

更してでも、より良いものを作っていきたいと考えております。 

この基本方針の案については、ほかにこんなことを考えていただきたいという

ことがあればお願いします。 

折原委員 各学校を作る時に、適正なクラス数などを想定して建物を建てていると思うの

ですね。例えば、栗橋南小では空き教室もなく非常に効率よく使っている。とこ

ろが、私がおじゃましていたことのある上内小学校の場合をみていると、大きな

建物がいくつかあるのですが、ある一か所は、かなり劣化して、そのまま放置さ

れていて立ち入り禁止のところがあり、あれをあのまま放置していいのかと思う

のです。それから、上内小学校の場合で言うと、わし宮団地ができたときの学

校、青葉小学校も青葉団地ができるために作ったのです。ですが、もう青葉団地

の方も年を召されて、お子さんが育っていって、高齢化社会になって、建物も結

構空いているんですよね。統計調査の調査員をやっていましたが、青葉団地もわ

し宮団地も夜のライトを見ていると空き部屋が多いんですよね。それで、住宅公

団も青葉に関しては再開発しようという流れがあるのですが、わし宮団地にはそ

のような計画が、私が知っている限りではない。したがって、上内小学校はその

役目を終わりつつあるのではないのかと思うのです。ずばり言ってしまうと、あ

んな小さな学校では効率が悪いのではないかなと、上内の人には失礼かなと思い



ながらも、私は感じます。東京都の場合ですと、晴海地区にある隅田川高等学校

で堤校舎という分校がありました。そこでは暫定的に２０年間は高等学校で使い

ますよ、２０年間が過ぎたら団地に戻しますよと、限定的に高等学校として使っ

ていた建物があるんですよね。私もそれに関わっていましたのですが。団地につ

いては、今後、行政としてはどのように考えるのですかね。建物にエレベーター

をつけるなど、リフォームするという構想があれば、また増えていくのではとい

う構想もできるだろうし、このまま下火になって高齢化の団地になるのかなと、

そういう構想があるのですかね。そういうことを考えると、将来、この地域はお

子さんが増えていくだろうかな、または政策的に増やしていこうかなという地域

と、ここは役割が終わって、例えば、青葉小学校は少なくなってきている、青毛

小学校も２クラス規模、じゃあ全部一緒にしてしまおうかと、大胆な意見です

よ。または、小学校と中学校を一つの設備としてタイアップして使うということ

は考えられませんかね。東京の高等学校の場合には、区立の中学校と都立の高等

学校がセットになっている学校がいくつもあるのです。小学校と中学校も分けな

いで、小学校と中学校を一つの学校として、建物を効率よく使うということも考

えられないのかなと思っています。いかがですかね、私の個人的な意見ですが

ね。 

議長 

（西崎会長） 

それぞれの学校の校舎の構造とかハード面とか、そういうものについて教育委

員会として計画性はあるのですか。全部、耐震化は済んでいるのですよね。今

後、学校そのものの構造を変えていくという計画性はおありなのですか。 

事務局 

（赤岩課長） 

建物そのものの構造という訳ではなくて、どれだけ入れるだとか、どういう教

室を配置していくとか、そういうことでしょうかね。 

議長 

（西崎会長） 

学区等審議会で、子どものために、少人数の学校では困るから統廃合して、一

つの学校にしていこうという話はできるのですが、実際に学校をどう作るだとか

ということは、この基本方針には載せられない。その上の段階、基本的な考え方

だけを載せる。だから、通学範囲を見直しなさいよ、統廃合しなさいですとか、

小中一貫に適した学校を作るとか、基本的な考えを答申で述べることはできます

が、ここの学校は古いから、あるいは学級数が少ないからうんぬんということ

は、それは具体的な審議の方に入ってくるという形で捉えていきたいのですが、

よろしいでしょうか。確かに色々な問題があるのです。子どもが少なくなったか

ら、いい学校を作って、子どもを呼び寄せようという方法だってありますが、だ

けどこの審議の中では、これは入れない。それは具体的な方策で進める訳ですか

ら、そういう考え方で行きたいと思いますがよろしいですか。基本的配置を具体

的にいくとすれば、必ず予算面、学校の施設、設備までいくことになりますが、

ここでは、理想的にはこの方向に行きたいなということを考えながら、基本方針

を作るということで考えています。ほかにございますか。 

なければ以上で本日の議題は終了とさせていただきます。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） 

ありがとうございました。次にその他でございます。 

 次回の審議会は、１０月３日の月曜日、時間は１３時３０分から、場所は本日

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開催する予定です。

皆様にはご案内を差し上げますが、ご出席のほど、よろしくお願いいたします。

また、基本方針の素案に関するご意見・ご質問については、ご提出のほどよろし

くお願いします。 

 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 本日は、上内小学校の進学先である中学校区についての答申、そして久喜市立



小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針について、たくさんのご意見

をいただきました。次回に向けての皆様方の宿題も出されましたが、本方針をよ

り良いものとするためにも皆様方のご意見をたくさん頂戴できればと思います。

以上をもちまして、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にここに署名する。 
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