
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、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

の傍聴者はおりませんので、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。本来であれば秋晴れの中で子どもたちが運動を楽しむとい

う時期でございますが、今年はあいにく太陽を見るチャンスが少なかったです

ね。今日は、第４回の市立小・中学校学区等審議会にお集まりいただきありがと

うございます。ご審議のほど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、名簿順で青木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・適正配置に関する基本方針（案）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、「基本方針（素案）に関する意見及び質問事項とそのことに関する

事務局の考え」を事務局から説明させていただきます。委員の皆様におかれまし

ては、基本方針の素案に関するご意見やご質問をお寄せいただき、ありがとうご

ざいました。では、順に、説明を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。「資料１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（案）」と「資料２基本方針（素案）に関する意見及び質問事項とその

ことに関する事務局の考え」を併せてご覧ください。 

 １ページをご覧ください。修正箇所については、各委員の皆様のご意見を参考

にした箇所について赤字一重下線、事務局において字句を修正した箇所について

は赤字二重下線でお示ししています。まず、本文中二行目、「一人一人」は、資

料２の２０番でご指摘いただきました通りですが、久喜市教育振興基本計画と同

一の表記とし、「一人ひとり」とさせていただきます。５行目に、児童生徒数の

減少理由を「少子化の影響により」と差し込ませていただきました。１７行目か

ら、資料２の１９番でご質問いただきましたことを明記する形で記述いたしま

す。また、「意識調査の結果概要」を基本方針の参考資料として添付します。 

 続きまして、２ページです。中ほど、備考の栗橋小学校の統合前の校名につき

まして、資料２の１番でご指摘いただきました通り訂正いたしました。２児童生



徒数の将来推計の３行目に「住民基本台帳の基準日」を明記しました。同じく４

行目ですが、資料２の２番でご指摘いただきました通り、脱字を差し込みまし

た。また、別表２につきまして、資料２の３番でご指摘いただきました通り、訂

正いたします。 

続きまして、３ページです。４行目「市費負担の教員配置」について、資料２

の４番にありますように、一般の方には分かりにくいのでは、とご意見をいただ

きました。その件につきまして検討しましたが、短文で配置状況を書きこむこと

で誤解が生じる可能性もあると考え、訂正文のような形を取らせていただきまし

た。５行目「複式学級の編制」について、資料２の５番のようにご意見いただき

ました。こちらにつきましては、客観的事実としての表記として検討いたしまし

た。次に、資料２の６番にございます、学級数に「特別支援学級数を除いている

点」について検討いたしました。特別支援学級については、その学級の役割・存

在意義は大きいものと十分認識しております。ただし、現在の特別支援学級は、

学校環境等が整えられれば１名でも原則、設置が可能でございます。したがっ

て、特別支援学級の設置・廃止に関しましては、長期にわたる見通しが立てにく

く、確定した学級数として捉えにくい面がございます。よって、特別支援学級や

その在籍児童・生徒については、もちろん考慮しないわけではありませんが、学

級数は別に考えていくものということでご理解いただきたいと思います。 

続きまして、４ページです。資料２の７番でご意見をいただきました箇条書き

の件ですが、「４学校の小規模化・大規模化に伴う課題」を大きく（１）小規模

化に伴う課題等（２）大規模化に伴う課題等と捉えなおしました。また、複式学

級の箇条書きはなくし、文章として表記いたしました。資料２の８番でご意見を

いただきました、別表５の中の「免許外指導の教科が生まれる可能性がある。」

については、削除いたします。資料２の９番で、「社会性」は学校の規模にかか

わらず、どの学校でも身に付けるべき内容もあるとのご意見をいただきました。

そのご意見を受け、「他者を尊重する・社会性を身に付ける」については、小規

模校ならではの課題から削除します。資料２の１０番でご質問をいただきました

「大規模校の課題に関する記載」ですが、表にはしてございませんが、４ページ

下方４行に記載しています。なお、小規模化による課題は、別表５としてまとめ

ていますが、これは、本基本方針を策定するのは本市の学校の小規模化が進んで

いることが主な理由であり、課題と考えられるためでございます。４ページで

は、他に二重線が引いてある部分で、文言を整えさせていただきました。 

続きまして、５ページです。資料２の１１番でご指摘いただきました「１適正

規模・適正配置の基本的な考え方」につきましては、ご指摘のとおり、箇条書き

といたしました。資料２の１２番でご意見をいただきました「小学校の通学距

離」ですが、「概ね３Ｋｍ以内」という数字は、現在の市内の通学状況と保護者

への意識調査から設定した数字です。今後、統廃合する学校がでてきた場合に

は、旧学校に集合してスクールバスで新設学校へ移動など、通学路の安全性も含

め、個々の地域の状況により距離だけでは割り切らない検討の余地もあると考え

ます。資料２の１３番のご意見に関しても、同様の考え方です。 

続きまして、６ページです。資料２の１４番のご意見にございました説明対象

者「保護者、地域住民、学校関係者」を明確にするために、文章の順を入れ替え

修正いたしました。資料２の１５番のご指摘にございました「②設置場所１行

目」の脱字はご指摘の通り、訂正いたします。資料２の１６番・１７番のご質

問・ご意見にございました義務教育学校につきましては、この基本方針において

施設一体型の義務教育学校の設置を推進していくという意味ではありません。学

校統廃合を検討する際に、その設置について、教育的な効果や学校の活性化が望

めることなどを勘案して、学校や地域の実態に応じて検討するものと考えていま

す。 

次に、全体に関するご意見やご質問についてです。資料２の１８番のご意見に

ついて、久喜地区について調べてみました。はじめに、小学校ですが、平成２８

年度の久喜地区の児童数２，９７４人に対して、昭和４０年当時の久喜地区の児



童数が２，９３１人であり、現在に近い人数でした。一方、学校数は現在の１０

校で、駅東口４校、駅西口６校に対して、昭和４０年時は５校で駅東口１校、駅

西口４校であり、学校の配置は現在と異なり、かつ児童数の地域分布も大きく異

なります。次に、中学校ですが、平成２８年度の久喜地区の生徒数１，６３０人

に対して、昭和４０年当時の久喜地区の生徒数が１，６８１人であり、こちらも

現在に近い人数でした。一方、学校数は現在の４校で、駅東口２校、駅西口２校

に対して、昭和４０年時は２校で、駅東口は学校がなく、駅西口２校でした。ま

た、昭和４０年時は、児童生徒数が増えてきている時期でもあり、そこが適正規

模と言い切れない面もあると考えます。本基本方針は、現在や今後の状況を勘案

して作成するものであり、約５０年前と比較した資料を参考として掲載すること

はしないと判断しております。次に、資料２の２２番のご意見の中の「①先生の

目が行き届くこと」については、４ページの３行目に小規模校のメリットの一つ

として記載しています。「③進学先を選択できるように」については、本市で

は、自由学区制を取り入れておらず、この「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」の目指すものと趣旨が異なることから、検討すること

はいたしません。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。 

事務局（井出担

当主査） 

続きまして、今回の基本方針に追記した「Ⅴ適正規模・適正配置の具体的な進

め方」について説明させていただきます。資料１の基本方針（案）の７ページを

ご覧ください。 

はじめに１の小規模学校への対応についてです。書き出しとして、前段部分で

は、全学年が単学級の小学校や６学級以下の中学校が今後増加することが見込ま

れることについて述べています。また、後段部分では、学校の極端な小規模化に

おいては課題が大きいことから、一定の児童生徒数を確保するために、学校統廃

合を含めた検討を行うことが必要であることについて述べています。 

そして（１）では、学校統廃合の適否を含めた基準について、小学校の場合と

中学校の場合で区分して示しております。小学校の場合は、児童数が１０人以下

の学年が複数学年ある学校については、１学年の児童数が極端に少ないことか

ら、速やかに学校統廃合の適否を含めた検討をするものとします。次に、６学級

以下かつ全児童数が概ね１００人以下の学校につきましては、児童数の動向に注

視しつつ、保護者等を対象に学校統廃合に関する意向調査を実施するものとし、

保護者等の意向に応じて、学校統廃合の適否について検討することもできるもの

とします。最後に、６学級以下の学校につきましては、児童数の動向に注視しつ

つ、上記の基準に該当することが見込まれる場合は、上記に準じた対応を行うも

のとします。次に、中学校における基準です。４学級以下の学校については、全

学年が複数学級となるように、速やかに学校統廃合の適否を含めた検討をするこ

ととしています。次に、全校で６学級以下かつ全生徒数が概ね２００人以下の学

校については、生徒数の動向に注視しつつ、保護者を対象に学校統廃合に関する

意向調査を実施するものとし、保護者等の意向に応じて、統廃合の適否について

検討することもできるものとしています。更に、全校で８学級以下の学校につい

ては、生徒数の動向に注視しつつ、上記の基準に該当することが見込まれる場合

は、上記に準じた対応を行うものとしています。なお、ここに掲げた基準に基づ

き、学校の統廃合を検討する際には、必要に応じて義務教育学校の設置について

も検討するものとして、記載しております。 

次に、８ページをご覧ください。（２）の学校統廃合における手法です。ここ

では（１）で示した基準に基づき、学校統廃合の適否を含めた検討を行う場合の

手法について、示しております。順に申し上げますと、一つは説明会の開催で

す。学校統廃合の適否を含めた検討を行うことが決定した場合は、統廃合の対象

となる学校の保護者、地域住民等に対してその意義と内容を説明するものです。

次に学校統廃合検討委員会でございます。教育委員会は、学校の統廃合の適否を

検討する場合は、統廃合の対象となる学校の保護者や地域住民の代表者、学校長

等を構成員とした「（仮称）久喜市立●●小（中）学校統廃合討委員会（以下



「検討委員会」という。」を設置したいと考えています。なお、検討委員会は、

統廃合の適否等について協議し、その結果を教育委員会へ報告します。次に、久

喜市立小・中学校学区等審議会でございます。学校統廃合等を実施しようとする

ときは、久喜市立小・中学校学区等審議会へ学校統廃合の適否等について諮問し

ます。審議会は、諮問を受けた学校統廃合の適否等について審議し、教育委員会

へ答申書を提出するものとします。次に、学校開校準備委員会でございます。学

校統廃合によって新たな学校を設置しようとするときは、具体的な協議をするた

め、（仮称）久喜市立●●小（中）学校開校準備委員会を設置し、この準備委員

会では、新たな学校を開校する上で必要な事項について協議するものとします。

以上が、現時点で考えている手法です。 

最後に、２の大規模学校への対応です。大規模校については、都市開発の影響

により児童生徒数が一時的に増加していますが、将来的には減少に転じることが

見込まれるため、新たな学校は建設せず、既存施設を活用することを述べていま

す。また、今後の動向によっては、通学区域の見直しについて検討する旨につい

ても述べています。 

 今回追加した、適正規模・適正配置の具体的な進め方に関する案の説明は以上

でございます。ご審議よろしくお願いします。 

議長 

（西崎会長） 

今、ご説明いただいた内容は２つに分けてこれから審議していきたいと思いま

す。最初に皆様からご意見をいただいて、新たに修正するなり、素案のままとす

ることで事務局から示されました。 

最初から目を通していきたいと思いますが、１ページでは、はじめに、「一人

ひとり」について文言整理をしています。それから「少子化の影響により」は事

務局で加えた部分で、内容を明確にするものです。それから、最後の部分につい

ては、資料２の１９番で意見がありましたので追加したということです。この１

ページの内容についてはいかがですか。よろしいでしょうか。 

それでは、２ページのところですが、栗橋小学校の統合前の学校名を訂正した

ということです。それから、いつ現在の住民基本台帳がということで事務局が年

月日を記入しました。また、表について訂正があったということです。よろしい

でしょうか。 

なければ、３ページについてですが、ここでは複式学級に関する文言として、

「市の独自負担により教員を配置することで、複式学級を回避しています」と、

「複式学級の対象となる学年が出現することが予想されます」と改めております

が、よろしいでしょうか。 

次に、４ページでございますが、前は小規模化と大規模化の課題を２つの項目

に分けていないで書いてありましたが、整理して、（１）の小規模化に伴う課題

等と（２）の大規模化に伴う課題等に分けました。また、内容については、「教

職員の配置の課題」を追記し、複式学級についてはご意見を基に、このように整

理されています。表５では、「免許外指導の教科が生まれる可能性がある。」を

削除し、コミュニケーションのところを修正して、「集団の中で自己主張するこ

とや他者とコミュニケーションをとる機会が少ない。」という表記に修正してい

ます。４ページについてはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

５ページは、大きく変更したところはないのですが、表現上のところで、１の

（１）、（２）、（３）、（４）については、「～すること。」の後を改行して

おります。それから、適正配置の基準で通学距離のご意見がありましたが、実

際、今の通学距離においても２㎞を超えるような地域もあることを考えると、統

廃合をしたときに、ほかの要素も考えなければいけないこともあるので、概ね３

㎞。３㎞以内とはっきりしないで、概ねということで捉えています。これは地域

の交通量ですとか、色々な状況を勘案しないと。距離だけで３㎞以内だからどう

のこうのということを考える、あるいはスクールバスの問題も起こるのだろうと

思いますが。一応基準としては、概ね３㎞とし、この裏側には地域の実情もあり

ますよということも含めて概ねという言葉を使う。５ページはいかがですか。よ

ろしいでしょうか。 



６ページでは、書き出しの部分がご意見を参考に修正されております。それか

ら「統合」を「統廃合」に合わせております。それから、３の義務教育学校につ

いてもご意見をいただいておりますが、先ほども説明がありましたが、適正規

模・適正配置に関する基本方針ということで、新しい学校は義務教育学校とする

ことではなくて、そのようなことも考えながら検討していくことも考えられると

のことです。６ページまでの内容について、全体的に何かご意見やご質問はござ

いますか。なければ、６ページまではこの案で進めていくことでよろしいでしょ

うか。 

 「はい」の声あり 

議長 

（西崎会長） 

それでは、今度は新たに加えられた適正規模・適正配置の具体的な進め方、こ

れが本日提案された内容でございます。１で小規模学校の対応ということで、平

成２８年度から、平成３４年度までの間に単学級の学校が１０校に増えていきま

すという現状があるので、一定の児童生徒数を確保するために、学校統廃合を含

めた検討を行うことが必要ではないのかということで、（１）で検討を行う上で

の基準を、児童の数と学級ということで３段階にしています。児童数１０人以下

の学年が複数学年ある学校では、速やかに、次の６学級以下かつ児童数が１００

人以下の規模の学校については、児童数の状況を把握して、保護者の意向調査を

実施して、学校統廃合の検討をすることもできるということです。６学級以下の

場合についても 今後の状況を十分把握して、上の状況になることも検討しなが

ら対応するということです。 

斉藤委員 さきほど、意識調査と言われましたが、意向調査と意識調査はどのように違う

のか、ニュアンスが違うと思いますので、その辺のご説明をお願いします。 

議長 

（西崎会長） 

これはどのような立場で書いたのですか。 

事務局（井出担

当主査） 

６月に行った調査は、意識調査という形で行いました。今回は、６月に行った

調査とは異なりますので、意向調査としました。その文言については、これでな

ければというものではありませんので、適当な言葉があれば審議会の中でご審議

いただければと思います。 

議長 

（西崎会長） 

１ページでは意見調査の結果とあるのですが、調査の名称は何でしたか。 

事務局（井出担

当主査） 

 ６月に行った調査は、意識調査ですので、「１はじめに」で意見調査とあるの

は、意識調査の誤りです。 

議長 

（西崎会長） 

前に行ったのは意識調査ですね。７ページの方では、言葉の意味からすると、

意向なのか意識なのか。 

斉藤委員 アンケートをとる場合、保護者の場合特にそうだと思うのですけれど、調査の

意義をよく考えて意識して、自分の判断を含めて精査してという意味が入ると思

うのです。意向の場合は、適当にこうだろうなという、そういう意味では真剣味

がないのではないかと、私は個人的には思うのですが。 

事務局 

（川羽田主幹） 

事務局としての ６月に行った意識調査につきましては、一般的に問いかけら

れたときに自分はどのように考えるだろうなという、自分の意識をお訪ねする意

味で意識調査という言葉を使いました。この７ページに載っている意向調査です

と、もっと具体的に、例えばＡにするかＢにするかというときに、私はこうした

いというような意識よりも、もう少し自分の意志や思いが反映されるような調査

と捉えて使い分けたところですが、ほかにご意見があれば事務局としても検討し

てまいりたいと思います。 

議長 

（西崎会長） 

意識調査は全体的な意識を把握するけど、意向調査はより具体的な調査とし

て、極端な言い方をすればイエスかノーかということも含めて捉えるということ

ですが、よろしいでしょうか。 



田口委員 やはり、そこに対してですが、児童数、生徒数の動向に注視しつつ、保護者を

対象に学校統廃合に関する意向調査を実施するとありますが、保護者に関して

は、対象の保護者ということで理解してよろしいのですよね。これについては統

廃合を意識しているわけですから、児童数が６学級以下かつ全児童１００人以下

の学校の保護者に対してという部分の文言を対象の保護者として入れないと、か

なり大まかな部分のところまで見込まれてしまうのかなと思うので、付け加えた

方がいいのかどうか、精査を願います。 

議長 

（西崎会長） 

この保護者というのはどの範囲の保護者となるのか。統廃合を行う地域の保護

者となるのかということですが。 

事務局 

（川羽田主幹） 

ただ今ご意見がありました、中段の保護者というのは、該当校の保護者と捉え

ております。 

議長 

（西崎会長） 

統廃合をする該当校の保護者ということですが、そうすると、ここの保護者で

は分かりにくいということすが。 

田口委員  欄外に、この場合の保護者とは該当する学校の保護者とするとかと入れて、枠

の中の文面を少なくすることもできると思います。 

斉藤委員 さらに文言上のことで言いますと、小学校の場合と中学校の場合とで、小学校

の方は保護者等となっていますが、中学校の方は保護者になってますから。 

事務局 

（川羽田主幹） 

保護者等の等がないことについては、事務局の脱字ですので、こちらも等を入

れていただきたいと思います。それから先ほど欄外に保護者の注釈をというご意

見がございましたが、行数の収まりが良いと思うのと、該当校というのを考えて

みたのですが、真ん中の欄に該当する学校があったとして、そこの学校だけを対

象に意向調査をすればいいかというと、相手の統合対象校があったとして、それ

が必ずしもこういう小さい学校ではないこともあるかと思います。そうしたこと

を考えた場合には、該当校ではなくて、例えば、「対象校の保護者等に」という

ことでも落ちつくのかなと考えてみたのですが、ご検討をお願いいたします。 

議長 

（西崎会長） 

色々な状況を考えると、その対象となる学校ということで、ある程度幅を広げ

て表現するということで、対象校の保護者ということですが。 

田口委員 相手が出てくるのであれば、ここに書いてある保護者で、対象者以外には意向

調査をされない訳だから、この文言のままで。私としては、ここに書いてある６

学級以下、概ね１００人以下の学校なり、この学校に対してのアンケートと考え

ていたので、その場合には広い意味の保護者ではなくて、そこに限定した保護者

という文言が入ることを望みましたが、統合先であるとか、そういった部分まで

大きく広げるのであれば、そんなに書かないで、この文言のまま読んで、誰が対

象になるかは、逆に言ったら意向調査の依頼がきた人だけ返事ができるのだか

ら、いらないのかなとは思います 

議長 

（西崎会長） 

基準で１００人以下の学校と、学校が指定されているから、当然それは学校の

保護者と読めるからということですね。そうすれば、対象の保護者云々という言

葉も必要ないということですね。こういう場合はどうなんでしょうかね。６学級

以下かつ全児童数が概ね１００人以下の学校が１校あったとし、それにもう１校

は、それよりも大きいのだけれど統廃合した方がいいとなった場合は、こちらも

調査するのでしょうか。統廃合するということだから、２校、場合によっては３

校あるということになると、１校の場合はそれに該当しないのだが、一緒に併せ

た方がいいということも起こり得ることになります。 

青木委員 その前のページに統廃合というのは、新たな学校の設置ということですよね。

そうしますと、当然対象校が入る訳ですから、あまり必要はないのかなと思いま

す。 

議長 

（西崎会長） 

よろしいでしょうか。ご意見がなければこの文章でいきたいと思います。 

ほかに７ページで、ご意見等はございますでしょうか。 



堀内委員 ７ページの適正規模・適正配置の具体的な進め方の中で、（１）学校統廃合と

あるのですが、６ページでは３つの手法が出ているのですよね。通学区域の見直

し、統廃合、義務教育学校と、そうするとこの３つ内のどれを選択するかという

ところから始まるかと思うのですが。いきなり統廃合となると、通学区域の見直

しはしないのかなと。事務局にお答えいただきたいと思います。 

議長 

（西崎会長） 

その辺のところは、事務局の方はいかがでしょうか。 

事務局 

（赤岩課長） 

おっしゃるとおり通学区域の見直し、統廃合、義務教育学校と３つお示しして

いるところでございます。まず２の統廃合と３の義務教育学校については、ある

程度セットになってくるものとお考えいただいてよろしいかと思います。つま

り、統廃合を考える場合には、義務教育学校も視野に入れていくということでお

考えいただきたいと思います。１の通学区域の見直しでございますが、８ページ

に記載がありますが、統廃合における手法の中で、説明会の開催、久喜市立小・

中学校学区等審議会と、いくつか検討機関というものを例示しております。この

いくつか例示してある検討するための組織ですが、どのような順序で会議等を開

催していくかということについては、この段階では確定させているものではなく

て、その時々の状況に応じて開催していくものと、この段階では考えておりま

す。したがいまして、通学区域の見直しにつきましては、おそらく学区等審議会

の中でご検討いただくことになろうかなと考えております。ただ、具体的に統廃

合を考えなければいけないところに至っては、おそらく通学区域を見直しただけ

では、小規模というものが解消できないと考えられます。多いところから少ない

ところに行くように学区を変更するという考え方もあろうかと思いますが、少な

いところは統廃合という考え方が基本的になってくるという表記になっておりま

す。もちろん通学区域で解決できる場合もあるかと思いますが、その場合につき

ましては、検討する機関、おそらく学区等審議会になるかとは思いますが、そち

らで検討していただくものと考えております。案件に応じての対応になるものと

今の段階では考えておるところでございます。 

堀内委員 ７ページの５の具体的な進め方ですから手順だと思うのですよね。第一に何を

やるのですか、第２に何をやるのですかということが示されてこないと、単にこ

ういう検討方法がありますよということになります。７ページの（１）は、学校

統廃合の検討の基準ではなくて、本来であれば、適正規模・適正配置の検討の基

準だと思うのです。こういう学校は検討の対象となりますよと、（２）として、

多分ここの審議会かと思いますが、通学区域の見直し、学校統廃合、義務教育学

校の、この場合はどれが一番ふさわしいですかと。ここで検討しないと、どこで

も検討できないと思うのです。それがはっきりして、まずは通学区域の見直しで

やってみましょうよということになるかもしれないし、通学区域の見直しは無理

なので統廃合ですよとなったら、説明会の開催ですとか、統廃合検討委員会に

なってきます。手順ですから、どのような順番で、どのような手法でいくのかと

いうことにしないと。基準と手法だけ書いてありますが、そこら辺をはっきりし

てほしいと思います。 

事務局 

（赤岩課長） 

８ページの案ですが、事務局でこれを出すにあたって順番となるようなフロー

チャートのようなものを作った方がいいのか事務レベルでは検討したところです

が、ケースバイケースでその順番が変わってくる可能性もあるのかと考えたとこ

ろです。皆様方で順番を示した方が良いというご意見であれば、そのような形で

検討させていただければと思っておりますので、その辺も含めてご検討いただけ

ればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長 

（西崎会長） 

具体的に（１）の統廃合の基準について、この内容はよろしいです。基準はあ

るけど統廃合を進めていくのか、（２）の辺りがもう少し整理された方が良いで

すかね。 

事務局 先ほどご意見いただきましたように、（１）の学校統廃合の検討の基準という



（川羽田主幹） ところで、ここの（１）の題名を、先ほどご意見いただきましたように、「適正

規模・適正配置の検討の基準について」ということにして、このような状況が生

じたら、話し合いをもちましょうということにし、そして８ページの手法を使っ

て、例えば統廃合がいいのか、通学区域の見直しで済むのか、あるいはこの地域

だったら義務教育学校の方がふさわしいのか、そのようなことをここで示した審

議会や委員会で検討してはどうかということで考えております。 

議長 

（西崎会長） 

そうしますと、全体的にこの構想が変わってきますね。 

事務局 

（赤岩課長） 

案を作成した段階のことですが、７ページについては小規模校への対応で、８

ページの最後のところに大規模校への対応と分けて書いております。通学区域の

見直しについては、基本的には大規模校の対応ということで、一部の地域につい

てほかの学校に学区を変更することで、大規模化の解消を図るということを想定

した上での案となっております。それにつきましては、小規模化の対応としても

通学区域の見直しということは考えられなくもないことですので、７ページのと

ころでいきなり統廃合となってしまうのは、乱暴なのかなという感じがいたしま

す。したがいまして、通学区域の見直しを含めた上での検討の基準とした方が適

当ではないかと考えられますので、この辺につきましてはもう一度事務局で案を

検討させていただきたいと考えております。 

議長 

（西崎会長） 

先ほど６ページで通学区域の見直し、統廃合ということで方策が出ております

ので、それを具体的な進め方の中で、前の内容に該当するような進め方を考えて

いただくことで修正して、次回、事務局で提出していただくということでよろし

いですか。８ページの文言の中で説明会の開催等ありますが、開催方法とか、そ

の辺のところで何かご意見等はございますか。これらがどのような順序でという

ことは述べていないのですが、もう少し順序性を付けるということも考えられる

だろうし、あるいは同時に行われることも考えられるだろうし、色々な状況に

よって変わるのだろうかと思いますが、ほかに何か委員会等を持たなければなら

ないと考えられますか。 

もしなければ、先ほどから出ている具体的な進め方については、前の推進の方

策、基本的な考え方というのを具体的にどのように進めていくのか、具体的な表

記の仕方を整理されていただきたいと思います。見直しに当たって、このような

内容も付け加えた方がいいのではないかというご意見がありましたら、皆様から

出していただきたいと思います。 

折原委員 基本方針案の７ページに検討基準が明示されていますが、仮にこれがこのまま

通れば、具体的な対象校は、平成２８年度で言いますと小学校が８校、中学校は

菖蒲南中学校が対象ということでいいのでしょうか。そのように理解するのです

けれども。これを検討しても検討しなくても、どちらでもいいのでしょうか。と

言うのは１番最後の文面に検討する場合にはという表現を使っているのですよ。

検討しなくてもいいと思えるから。検討しなさいという行政側の意向なのか。ど

のようなスタンスで教育行政が各地域におろすのか、イメージがわかないんです

よね。 

議長 

（西崎会長） 

検討しなさいなのか、検討する際にはと考えるかですが。この項目については

検討しないさいというように言い切っていいのか。 

事務局 

（赤岩課長） 

この基本方針が出来上がって、その中で検討の基準というものが示されますの

で、対象となる学校というのが必然的に見えてくると思います。対象となった学

校については、こうしますということがこの中に書かれておりますので、それに

ついては教育委員会の事務局側から、学区等審議会にこの基本方針に基づくとこ

の学校がこういう状況になっておりますと諮問することが、第一段階になってく

るのかなと考えております。 

議長 

（西崎会長） 

この基本方針ができて、これを見ると対象校は、統廃合しなければならないと

いうことを審議会で決めて、今度は統廃合するから、次の段階の委員会で、例え



ば統廃合推進委員会のようなところで話し合って、学区審議会の方へ戻してとい

うことが何回かあるだろうと考えます。 

事務局 

（赤岩課長） 

この基本方針が出来上がった段階で、その基準に照らし合わせますと当然対象

となる学校が見えてきます。それについて教育委員会サイドで拾い上げて、案件

として審議会の方に投げかけます。そこで、統廃合するのか、あるいは通学区域

の見直しで解決できるのかということを審議していただくような形になろうかと

考えております。 

小林委員 今の説明で、事務局がその様に考えているのなら、学校統廃合の手法の書き方

も違ってくるのかと思うのですが、どうでしょうか。 

議長 

（西崎会長） 

順序性も表示した方が分かりやすいのではないかということです。いつどのよ

うに行われるのかが、順序がはっきりしませんので、手法としてある程度順序を

考えていただきたいと思います。 

田口委員 もし検討するのであれば、いつに向かって、検討をいつから始めるのか。例え

ばこれに平成３４年までにと書いているのだから、少なくとも３４年までにはや

るのかなと一般的に見ればわかりますが。私は商売人ですが、商売人としても予

算に向かって取り組む訳ですから、一つの目標がないと何に向かっていくのか分

からない。私は保護者の立場としてここに参加させていただいているので、知り

合いの方からは何をやっているのか聞かれる訳です。適正規模・適正規模の基本

方針を今作っているよと。それに該当するのはどこなのということは当事者達が

一番知っている訳ですよね。当然、その子どもが小学校、中学校にいる間、該当

者であるならば関心はあるけれども、それを過ぎてしまえば、一市民としては少

なくとも関心は薄れると思うのです、教育関係に携わっている者以外であれば。

そういった部分で言うと、ここの中にも何年に向けての案を何年から始めるとい

うことが入ってくると、お尻に火がついて皆さん頑張るのかなと思います。終わ

りを決めないとスタートが決まらないのかなと、今日の会議で感じたところで

す。 

折原委員 幸手市も香日向にあった小学校が統廃合になりましたね。１年や２年ではない

かと思いますが。事務局では、今後何年度を基準に、これに取り組んでいくの

か。その辺の計画性は、どのように考えているのでしょうか、行政としては。 

議長 

（西崎会長） 

適正規模・適正配置の基本方針はあるけど、何年度中までに解消することを考

えていくのかということを、具体的な進め方の中には入れておく必要がないだろ

うかというご意見もあります。 

松本委員 基本方針というのは、適正規模・適正配置についての大きな柱である訳で、い

つやるのかということは、教育行政段階の実施計画で上がってくればいいと思い

ます。久喜市としてはこういう方向で進めますと、大きな柱を決めておいて、い

つまでやるかということについては行政の方で実施計画を立ててもらって、行政

が実施計画に基づいて学区審議会へ諮問するとか。細かいところまで言うと基本

方針にはならない。基本方針は何かと言うと、大きな基になる柱でいいと私は思

います。 

議長 

（西崎会長） 

基本方針ということを考えていけば、あまり具体的なものまで考えると、具体

的な方策に入ってしまうから、進め方の中には基本的なものだけを載せておい

て、どのように動くかということについては、これを基にして教育委員会の方で

考えていくと。 

田口委員 私としては、この基本方針の中に、例えば説明会の開催をしてから何年で終わ

るということを書いていたら、より分かりやすのかなと思います。確かに松本委

員のおっしゃる基本方針の意味合いというのは、我々が今練っている状態でいい

とは思うのですが、その中に多少なりとも骨太の方針になるのかなと。あまり漠

然としているのも気分が悪いなというふうに思ったものです。 



議長 

（西崎会長） 

７ページのところに１０人以下の場合は、速やかに検討しなさいと言っている

のですよね。行政が速やかにやるということは、基本方針として出ているのです

ね。それを年度まで指定するかということは難しいところです。 

事務局 

（赤岩課長） 

行政の立場としての考え方としましては、松本委員さんがおっしゃったように

基本方針はあくまでも方針を定めるものであって、いつまでに何をどうするとい

うことにつきましては計画書、しかも、いつまでに何をという大変具体的な内容

になってきますと実施計画書というような呼び方をしているものでございます。

したがいまして、私共が今、作りたいと思っているものについては基本方針で、

この中に、速やかに対応という表記となっております。ですから、この方針にし

たがって具体的に速やかに検討をしていきましょうよという、そこまでのところ

は考えておるところでございます。その中で、繰り返しになりますが、学区等審

議会は諮問機関でございますので、諮問に応じて答申をいただくものでございま

す。こうした審議機関につきましては、国や県につきましても同様の諮問機関が

ありまして、こうしたところで具体的な案を提示して、それに対して、これにつ

いてはいつまでに、どのような形で進めることが適当であると考えるというよう

な答申をいただいて、それに基づいて、行政が具体的に動いていくというような

流れになっております。したがいまして、基本方針につきましては、具体的な案

件をいつまでにどのようにするというところまでは決めるものではなくて、あく

までも方針としてのものを定めておいて、それに基づいて具体的な案件が見えて

きたときに、今度はそれをどうするかということを審議会の方で検討していただ

くものと考えております。期限を定めるということであれば、一つは審議会にお

いて、例えばＡという学校とＢという学校を平成何年までに統廃合するというよ

うな答申を出すなど、イメージとしてはそのような流れになってくるとものと考

えております。 

議長 

（西崎会長） 

どこの学校を統合して、いつまでにやっていくかということになりますと、一

歩進んだものとなってしまいますので、基本方針は骨組みだけを作っていくもの

として捉えて、速やかに学校統廃合を進めなさいという程度で、記述としてはこ

の程度でよろしいでしょうか。 

田口委員 了解しました。 

松本委員 ７ページ、８ページのところで小規模学校、大規模学校と学校が入っているの

ですが、４ページの（２）大規模化に伴い課題等では、大規模校とあるのです

ね。大規模校か大規模学校なのか、統一していただきたいということが一点で

す。あと、表の中ですが、６学級以下の学校の対応のところで、児童数の動向に

注意しつつ、上記の基準に該当することが見込まれる場合はとあるのですが、こ

こから見た場合は左記ではないかと思うのです。左記の基準に該当することが見

込まれる場合は、上記に準じた対応ということで、ここから見た基準というのは

左記にあたると思うのですが、違いますかね。 

事務局（井出担

当主査） 

上の「上記」ですが、こちらについては６学級以下かつ全児童数が概ね１００

人以下の学校を指しています。ここでは、６学級以で全児童数が１００人よりも

多い学校ではあるが、将来的には１００人以下となることが見込まれる場合に

は、上記に準じた対応を行うという考えでございます。したがいまして、左記の

基準ではございませんので、上記の基準としたところです。ただし、分かりづら

い部分がありますので、表記について検討させていただきます。 

事務局 

（川羽田主幹） 

先ほど松本委員さんがご指摘くださった４ページの（１）・（２）の表題は、

小規模化ではなく学校で統一してまいりたいと思います。 

議長 

（西崎会長） 

そうしますと、小規模化ではなく、小規模学校ということですか。 

事務局 

（川羽田主幹） 

表題の中ではなくて、文言の中ということも含めまして、次回までに検討させ

ていただいて、回答したいと思います。 



松本委員 私が思ったのは、大規模学校と大規模校と言う表記があったものですから、そ

れをどうするかということで、大規模化は大規模化でよろしいかと思います。 

事務局 

（赤岩課長） 

基準のところの表記や大規模校、大規模学校の表現も含めて、文言としては統

一的な表現とし、表記につきましても分かりやすい表記ということで、見直しさ

せていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

議長 

（西崎会長） 

整理していただきたいと思います。ほかにございますか。ないようでしたら、

７ページ、８ページに関わる内容につきましては審議を終わりにしたいと思いま

す。事務局では、委員の方々からのご意見を勘案して、この内容を整理して次回

のときに案を提示していただきたいと思います。事務局の方はよろしいでしょう

か。 

事務局（井出担

当主査） 

皆様からいただいた意見と事務局で検討したものを併せ、修正した案として事

前にお送りします。それについてのご意見については、次回の会議の時にご審議

いただきたいと思います。 

議長 

（西崎会長） 

会議の前に案を委員の皆様に配布しますが、その意見については次回の会議で

意見を述べていただくという形でよろしいでしょうか。ほかになければ以上で本

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。続きまして、その他でございます。次回の日程を申

し上げます。次回の審議会は、１１月１０日の木曜日、時間は１０時から、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。 

 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 本日も長時間にわたり、皆様方から大変貴重なご意見をいただきありがとうご

ざいました。基本方針の案づくりということですが、具体的な進め方の部分につ

きまして、更にご意見を賜りまして本方針が出来上がればと思っております。以

上を持ちまして平成２８年度第４回久喜市立小・中学校学区等審議会を閉会いた

します。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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