
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５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、１４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。（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。昨日は大変、風が強かったのですが、その分今

朝は気温が低く、温度差の厳しい今日この頃でありますが、お互い健康には十分

ご留意いただければと思います。 

世界中が不透明な時代に入ってきているという動きが見られますけど、そうい

う中で、私自身は日本という国はどのように動けばいいのかということを考える

と、今の若い人は大変だろうなと思います。私みたいに年金生活をしている者は、

これ以上、年金が下がらないようにしてもらいたいということが先にくるのです。

これは大変申し訳ないことなのですが、今の働き盛りの方たちは、そう簡単にい

かないぞと覚悟しなければいけないところが出てくるのではないかと、そのよう

な気がしています。また、教育界の方でも新しい学習指導要領が来年には公示さ

れて、学校に浸透するという方向に来ており、教育現場でも変わりつつある時代

に差し掛かってきているのではないかと思います。そのような意味からして、学

校の適正規模というのが、これからの教育にマッチしているのかどうかというこ

とは、十分に検討していかなければならないだろうということで、本市でも、新

しい指導要領が生まれる前にでも適正規模・適正配置を考えていくということは、

それに適応した会議ではないかと思います。 

本日は、第５回の審議会開催にあたり大変お忙しい中、お集まりいただきまし

て、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、名簿順で金子副会長を指名しますの

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 

（井出担当主査） 

学務課の井出でございます。資料１に基づきまして、私から、前回ご提示した

案と変更した箇所、又追記した箇所について順次説明させていただきます。 

はじめに１ページの下から２行目でございます。前回ご指摘がございましたよ

うに、「意見調査」を「意識調査」に訂正いたしました。 

次に、４ページ、（２）の大規模化に伴う課題等でございます。書き出し部分

で前回は、「大規模校については」とありましたが、（１）の小規模化に伴う課

題等の書き出し部分と併せた表記として、「小・中学校の大規模化は」に修正い

たしました。また、この１文が長いことから、ご覧のように２つの文章に区分さ

せていただきました。 

次に６ページの３の義務教育学校でございます。下から２行目において、前回

は、「地域の実情によっては」とございましたが、より分かりやすい表記とする

ため、「保護者や地域の要望なども踏まえながら」に修正いたしました。 

次に７ページ以降の適正規模・適正配置の具体的な進め方でございます。この

項目につきましては、前回の審議会で様々なご意見をいただいた箇所であり、事

務局としても再度見直した部分でございます。はじめに、前回いただいたご意見

として、適正規模・適正配置を進める際は、第一に通学区域の見直しを検討し、

それが難しい場合は学校統廃合について検討するものではないかというご意見が

ございました。この件について事務局で再度検討いたしましたが、本市の小規模

化が進んでいる学校及びその周辺の学校の現状を考えたとき、通学区域の見直し

だけでは小規模化を解消し、一定の児童生徒数を確保することは難しいものと考

えました。したがいまして、小規模化の解消にあたっては学校統廃合を基本に検

討を進めたいと考えております。なお、学校統廃合の検討にあたりましては、通

学区域の一部見直しや義務教育学校の設置について検討することも考えられるた

め、これらを含めて、学校統廃合等という表記に修正いたしました。つきまして

は、この項目において、前回「学校統廃合」と記載されていた箇所については「学

校統廃合等」に表記を改めております。 

次に（１）の学校統廃合等の検討の基準でございますが、この基準についても

再度検討した結果、前回は、小学校の場合、中学校の場合とそれぞれ３つの区分

でしたが、それを２つの区分とし、基準の内容等についても修正させていただき

ました。その理由でございますが、はじめに２つの区分とした理由でございます。

これは、前回の３つ目の基準が曖昧であり、結果として具体的な対応をとること

が難しく、実現性が低いと判断したためです。したがいまして、今回お示ししま

したように、小学校の場合は、①として複式学級の編制が見込まれる学校、②と

して①を除く６学級の学校とし、中学校の場合は、①として、５学級以下の学校、

②として６学級の学校とし、より基準を明確にしたものでございます。なお、小

学校の場合として、前回の基準では、「児童数１０人以下の学級が複数学年ある



学校」とありましたが、この部分を「複式学級の編成が見込まれる学校」と修正

させていただきました。これは、児童数１０人以下の学級という記述が、この項

目までの基本方針（案）においてどこにも掲載がなく、ここで１０人という記述

が出てくると不自然であると考えました。一方、複式学級については、この基本

方針（案）３ページの小・中学校の規模において、複式学級に関する本市の現状

や見込みについて記載しているほか、４ページの小規模化に伴う課題等において、

小規模化の課題に加えて複式学級の課題について記載しております。このような

ことから、複式学級の編制が見込まれることを一つの基準とした方が適当ではな

いかと考え、修正したところでございます。 

なお、この修正に伴い、７ページの１の学校の小規模化への対応において、小

学校の単学級の状況として、平成３４年度には１０校となることが予想されてい

ることについて記述しておりますが、このことに加え、１０校の内の３校は複式

学級の編成が予想されていることについて記述させていただきました。また、そ

の次の基準として、前回の案では、６学級で児童数１００人以下の学校とそれら

以外の６学級の学校で、児童数が１００人よりも多い学校という区分にしており

ましたが、６学級の学校については、児童数の動向に注視しつつ、保護者等を対

象に学校統廃合等に関する意向調査を実施し、保護者等の意向に応じて、学校統

廃合等の適否について検討することもできるという、同様の対応に修正させてい

ただきました。 

次に、中学校の場合の基準でございます。前回の案では、「４学級以下の学校」

とありましたが、これを「５学級以下の学校」とし、こちらについては、１学年

で１学級しかない学年がある学校については、学校統廃合等の適否について検討

する必要があるだろうと考え、修正させていただいたところでございます。また、

②については、前回の案では、６学級で生徒数が２００人以下とあった生徒数の

要件を除き、６学級と修正いたしました。このことにより、１の学校の小規模化

への対応で、小学校であれば全学年が単学級、中学校であれば６学級以下の学校

が、学校統廃合等の検討に関する基準に該当するものとさせていただきました。 

次に８ページ（２）の学校統廃合等の検討の手順でございます。こちらにつき

ましては、前回の審議会で手順としてフローチャートのようなものを示してほし

いというご意見がございましたので、９ページに手順のイメージを掲載いたしま

したので、まず、こちらについて説明させていただきます。なお、このイメージ

図作成に当たっては、教育委員会と当事者が中心となった組織の学校統廃合検討

会、第三者機関である学区等審議会と、それぞれの関係を中心に図示させていた

だきました。 

はじめに、基本方針に基づき、学校統廃合等の検討の基準に該当する場合、ま

たは、基準に該当せずとも保護者や地域から学校統廃合等に関する要望があった

場合に、教育委員会から学区等審議会へ、学校統廃合等の適否について諮問をさ

せていただきます。次に、保護者や地域住民を対象に、学校統廃合等の検討を進

める旨の説明会を開催します。その後、学校統廃合検討会において、学校統廃合

等の適否について検討し、統廃合対象校と新たな学校の名称、校舎の場所、通学

方法、統合の時期などについても検討していただきます。なお、この学校統廃合



検討会での協議経過については、学区等審議会へも情報共有するとともに、必要

に応じて、この協議経過に関する説明会も開催いたします。そして、学校統廃合

検討会において、最終的な意見がまとまりましたら、教育委員会へ報告していた

だき、教育委員会は、その結果を報告するため、説明会を開催いたします。また、

学区等審議会では、学校統廃合検討会での協議結果や説明会での意見を参考にし、

教育委員会へ答申書を提出していただきます。ここで、仮に、学校統廃合等を進

めるという答申が提出されましたら、教育委員会ではこの答申を受けて、学校設

置条例等の関係例規の改正手続きを進め、議案を議会へ上程します。議会で可決

され、正式に学校統廃合等を実施することが決定しましたら、新たな学校の開校

に向けて、学校関係者を中心とした開校準備委員会を立ち上げ、具体的な協議を

進めます。現段階のイメージとしては、このような形で、学校統廃合等の検討、

実施を進めてまいりたいと考えております。 

なお、８ページの部分については、内容としては大きな変更はございませんが、

検討組織等の名称及び略称を一部変更したほか、分かりやすくするために一部追

記させていただきました。 

最後に、１０ページの学校の大規模への対応についてですが、こちらについて

は内容の変更はありませんが、補足として付け加えさせていただきました。 

 また、全体的なことですが、各項目の見出しの部分において、フォント数や書

体をゴシックに変えるなど、体裁を整えさせていただきました。 

前回ご提示した案から修正及び追記した箇所の説明については以上でございま

す。ご審議のほどよろしくお願いします。 

議長（西崎会長） ただ今、前回の審議会でのご意見を参考に、特に７ページの適正規模・適正配

置の具体的な進め方を中心にして、見直し、修正をしたとの説明がありました。

それから、統廃合を検討する手順のイメージを９ページで示されています。ただ

今説明された内容等を含めて、皆さんからご意見があればよろしくお願いします。 

７ページの具体的な進め方で、６ページの推進の方策では、１が通学区域の見

直し、２が学校統廃合と出ているが、最初に見直すのは通学区域かというとそう

でもない。小規模化への対応ということで、学校統廃合等とし、その中には通学

区域の一部見直しというのも入りますよということで、ここの「等」の意味を考

えていただければ、前のページとの関わりが繋がると思います。それから統廃合

の検討の基準ということで、前回は小学校３項目ということで分けましたけど、

３項目目が不透明であるということで、これを明確にして、①が複式学級の編制

が見込まれる学校、これが第一優先で、速やかに学校統廃合等の適否について検

討しなさいということで、②が①を除く６学級の学校、これは単学級で場合によ

ると色々な問題が起こるので、次に考えておく必要があるだろうということで、

この対応は、児童数の動向に注意しつつ、保護者の意向調査を実施しながら、統

廃合等の適否について考えていきなさいということで、一段落下げて表現してい

ます。中学校の場合も同様に２項目に分けております。その辺のところはよろし

いでしょうか。 

斉藤委員 意向調査を実施するとありましたが、１ページでは意識調査とありましたが、

こちらも意識調査に合わせたらどうかと思います。 



議長（西崎会長） 意向調査と意識調査は、区別があるのですか。 

事務局 

（井出担当主査） 

前回も説明させていただきましたが、意識調査については、あくまでも今年の

６月にこの基本方針（案）を策定するにあたって実施した時の名称でございます。

意向調査につきましては、より具体的にその対象となる学校の保護者等に対しま

して、実際に統廃合を検討した方がいいのかということを含めたご自身のご意見

をお伺いする調査ということで、区別をさせていただいたところでございます。 

議長（西崎会長） ある程度方向性を決めて、このように行くのですがどうですかという調査とい

うことです。 

斉藤委員 分かりました。 

青木委員 ７ページの１の最後の方ですが、学校統廃合等の後に括弧して、その中に「含

める」が入っていて、その後にまた「含める」が入っているのですが、これでは

学校統廃合等を含めた検討を行うという文言となってしまうので、学校統廃合等

以外に何かあるということですか。 

議長（西崎会長） これは、修正はどのようにしますか。 

事務局 

（井出担当主査） 

 こちらにつきましては、「学校統廃合等を含めた検討」を「学校統廃合等の検

討」に修正させていただきます。 

議長（西崎会長） もう一度申し上げます。括弧内は読みませんで、学校等廃合等の検討を行うこ

とが必要ということで、括弧内はそのままということです。よろしいでしょうか。 

細川委員 ７ページの小学校の場合の②で、６学級の学校とあるのですが、６学級になる

ことが見込まれる学校というのは入らないのでしょうか。もう何年か経つと６学

級になるという学校が何校かあるかと思いますが、そこは入らないのでしょうか。

現在の６学級ということでしょうか。 

事務局 

（井出担当主査） 

こちらにつきましては、①は複式学級の編制が見込まれる学校ということで、

将来を予測したものとして記載をさせていただきましたが ②につきましては、

検討段階において６学級である学校ということで、見込まれるということについ

ては入れない形で考えております。 

議長（西崎会長） この文言でいいということでしょうか。 

事務局 

（井出担当主査） 

はい。②につきましては、児童数の動向に注意しつつ、①よりも段階的に進め

るものでございますので、見込まれるということではなくて、検討段階において

６学級である学校が基準に該当しますよということで考えております。 

細川委員 今時点でということですね。 

事務局 

（赤岩課長） 

現に６学級になった学校が対象になります。 

細川委員 ２、３年先の見込みのところは入らないということですね。 

事務局 

（赤岩課長） 

はい、入らないです。 



議長（西崎会長） よろしいでしょうか。ほかになければ、次に、手順ということでイメージが示

されていますが、この辺はいかがですか。 

統廃合等の検討において、最初に行うこととしては、検討の基準に該当する場

合が出たときや保護者や地域から要望があった場合には、教育委員会が学区等審

議会へ諮問を行うということです。学区等審議会では、これらのことについて審

議し、統廃合等検討会の協議結果や説明会での意見を参考にしながら、諮問に対

して教育委員会へ答申するということです。そして、教育委員会は、学校統廃合

の検討を進めることに関する説明会を開催し、また、合意形成を進めるために統

廃合検討会へ学校統廃合等の適否等の検討について依頼をし、検討会では教育委

員会からの依頼を受けて学校統廃合等の適否などについて検討するということで

す。その検討結果を教育委員会へ報告し、統廃合検討会で審議した経過について

も学区等審議会へ報告するということで、だから矢印が両方向へ向かっています。

また、教育委員会では、協議結果に関する説明会を開催し、学区等審議会へ報告

します。そして、最終的には学区等審議会の答申を経て、教育委員会は次に進め

るということです。この図を見るにもイメージ化するのは大変難しいところなの

ですが、意味としてはこのようなところでよろしいでしょうか。 

事務局 

（赤岩課長） 

はい。 

議長（西崎会長） だから順番を決めることが難しいということですね。色々な場合が錯綜してく

るので、これをどのように表現するかということで、一応、こういうイメージを

作ったということです。何かご意見はございますか。 

木村委員 イメージですから、このような形でいいかと思いますが、話が持ち上がって、

最終的に結論が出るまで、どの位の期間を想定しているのでしょうか。 

議長（西崎会長） この期間ということについては、今後、答申書を作る時に附帯事項というのが

あります。そこのところに、複式学級になっているところは速やかに取り組んで

ください、いつという訳ではないが速やかに始めてくださいと言いたい部分は、

答申案の中に書き込めば済んでしまうかと思います。ここには書き込めないです

から。 

木村委員 それはいらないと思いますけど。議会で可決後というと、かなり時間は掛かる

ということですよね。 

議長（西崎会長） この中に期間を入れることはできませんので、答申書において、別紙のとおり

基本方針案を立てました、だから、これを達成するために附帯事項として、こう

いうことをやってくださいと表現すると、これには盛り込めないけれども、そこ

である程度条件を付けていくと。もしなければ、基本方針については、いくつか

部分修正がありますけれども、基本方針の最終案としてよろしいでしょうか。 

矢澤委員 細かいところなのですが、学校統廃合等検討会と学校統廃合検討会と、等が付

いていたり、付いていなかったりするのですが、これは意味があるのでしょうか。 

事務局 

（井出担当主査） 

事務局の脱字でございますので、学校統廃合等に修正させていただきたいと思

います。 



議長（西崎会長） 統廃合等検討会で等が入るのか入らないのか、文言の整理をお願いします。付

けないことで意味がある場合もあります。前の方では統廃合で等とは付いていな

いですが、進め方の方になると、学校の統廃合だけでは済まされず、ほかの要素

も含まれるので等が入っています。 

事務局 

（赤岩課長） 

ただ今いただいたご意見で、基本的には統廃合等と、ほとんど全てのところに

等が入ることでご理解いただいてよろしいかと思います。ただ１点、９ページの

イメージの表の中ですが、統廃合等検討会の真ん中の四角の中の①のところです

が、ここに関しては後ほど訂正が必要と考えておりますが、今の表記では、統廃

合対象校と新たな学校の名称とあります。ここについては、統廃合等の対象とな

る学校、それから統廃合という結論になった場合については新たな学校の名称と

いうように、２つに分けられるようなイメージとなっております。したがいまし

て、今の段階では表記が適切ではないと考えておりますので、この①については

訂正をさせていただきたいと考えております。 

青木委員 今のご意見と同じ意見ですが、これですと統廃合のみの検討という感じで受け

取られますので、等を含めたイメージでお作りいただければと思います。 

議長（西崎会長） よろしいでしょうか。もしなければ、部分修正を行いまして、基本方針の最終

案と認めてよろしいでしょうか。 

 ＜一同賛成＞ 

議長（西崎会長） では、修正部分はありますが、修正部分を訂正して最終的な案としたいと思い

ます。今後は答申書を作成することになりますが、事務局の方から答申書の案が

ありましたらお願いしたいと思います。 

事務局 

（井出担当主査） 

今回、答申書（案）をご用意させていただきましたので、今からお配りしたい

と思います。 

 ＜答申書（案）配布＞ 

議長（西崎会長） それでは、簡単に説明をいただきたいと思います。 

事務局 

（井出担当主査） 

それでは、説明させていただきます。＜答申書（案）朗読＞ 

こちらにつきましては、先ほど会長からお話しがございましたが、特記事項と

言いますか附帯の意見については、ここに記載されておりませんので、本日、そ

の案についてご審議いただきたいと考えております。 

なお、今後の予定も併せて申し上げますと、今回、答申書の案についてご意見

いただきましたら、次回の会議の際には、冒頭に答申書の案をご確認いただいた

上で、当日、教育長に答申書をご提出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。 

議長（西崎会長） 答申書（案）についてご説明をいただきました。文言については、この４行に

関わるものについては、諮問されたことの件について、慎重に審議を行った結果、

別紙「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）」の内

容は妥当であると認め、ここに答申いたしますということですが、先ほども意見

が出ていましたが、これだけでは十分ではないですよ、まだ付け加えた方がいい



よという事項を附帯事項として、この下に付け加えていくことになりますが、ど

のような内容を付け加えた方がいいか。木村委員さんから出てきた、いつまでや

るということがここに明記されればいいのではないかというのが一つあります。

いつまでということが限定できませんから、できるだけ速やかに実施してもらう

とか、検討していただくという文言が考えられます。市や教育委員会にもそれぞ

れ事情がありますから、来年度からやってくださいと年度を規定することは無理

かもしれませんので、できるだけ速やかにという文言で表現する。この文言につ

いては、このような内容で事務局が作ることでよろしいでしょうか。文言まで作

るということもこちらでやりますか。 

事務局 

（井出担当主査） 

事務局で修正案を作成させていただきまして、次回の会議までに皆さんに資料

としてお配りしたいと考えております。 

議長（西崎会長） このほかにございますか。 

事務局 

（赤岩課長） 

今、時期的なお話が出ておりますので、答申書の一般論的なことについて申し

上げさせていただきます。例えば、こうした審議会で何かをやってくださいとい

うような答申の場合については、期限を決める場合もございます。いつまでに何

をすることが適当ですというような表現をする答申も確かにございます。今回の

場合は基本方針を定めたものですので、具体的に何をどうするということは、こ

の基本方針の中に定めた基準に基づいて、例えば統廃合等に該当するような学校

が出てきます。そうしますと、実際に基本方針に基づいて、その次の段階で、統

廃合等の検討が必要ということで、教育委員会から審議会へ諮問したときに、審

議会から答申がされる訳ですが、そのようなときには、○○学校についてはいつ

までに○○学校と統廃合をすることが適当であるというような、期限を定めた答

申というのは一般論としてあります。今回の基本方針につきましては、あくまで

も方針を定めているものなので、先ほど会長がおっしゃったように具体的な記述

ではなくて、例えば速やかに対応されたいですとか、そのような表記が一般論と

しては言われているものと考えておりますので、参考までに申し上げました。 

議長（西崎会長） 期日を示すという場合もあるでしょうけど、今回の場合には基本方針を立てた

訳ですから、それに沿って速やかに対応してもらいたいということが附帯事項と

しては考えられるということですが、そのような内容で一つ項目を立ててよろし

いでしょうか。ほかに何か、付け加えた方がいいというご意見はございますか。 

斉藤委員 今までの会議概要というのは付けるべきものではないのですか。例えば、審議

されたメンバーの人数ですとか、そのようなことは必要ないのかお聞きしたいの

ですが。 

議長（西崎会長） その辺は、どのように考えたらよろしいでしょうか。 

事務局 

（赤岩課長） 

これも一般論になってしまいますが、皆さんにご審議いただいたのは基本方針

の案でございまして、いわゆる計画書ではございません。一般的には計画書につ

きましては、巻末に審議会委員さんの名簿ですとか、あるいは会議の経過、会議

録までは付けられないと思いますが、会議録についてはホームページ等で公開し

ておりますのでそちらをご覧いただければと思います。会議の経過として、いつ



会議を行いました、いつ視察に行きましたというような作成するまでの経過は、

計画書ではお示しすることがあります。ただし、基本方針については、まさにこ

のまま基本方針（案）として出されることが、一般的であると考えております。 

議長（西崎会長） 意識調査は付けずに、この基本方針のみで答申するということですか。 

事務局 

（井出担当主査） 

意識調査につきましては、この基本方針（案）の作成にあたりまして参考にし

た部分でございますので、基本方針（案）の巻末に添付させていただきたいと考

えております。 

議長（西崎会長） 参考資料という形で添付するということですね。ほかにございますか。 

折原委員 この基本方針（案）ができた場合に、こういうものは議会に諮られるとか、広

報に載るとか、そのようなことはどのような扱いになるのですか。行政の立場で

ないので分からないものですから、その辺について伺いたいのですが。 

議長（西崎会長） 事務局の方で説明いただけますか。 

事務局 

（赤岩課長） 

こちらにつきましては、基本方針でございますので、議決をとるのは教育委員

会での議決となりまして、そこで議決された段階で確定したものとして案がとれ

ます。その段階で、議会の方へは報告という形になろうかと思います。計画書で

も総合振興計画ですとか教育振興基本計画などについては、議会の議決を必要と

するものになりますが、この基本方針については、このような計画に基づいた具

体的に行う部分の方針ですので、議会の議決にかける案件ではないということで

ご理解いただきたいと存じます。 

折原委員 そうしますと、今後この方針に基づいて、例えば、二つの小学校を一つにする

という案もあるでしょうし、地域によっては小学校と中学校を一体化にするとか、

具体的な提案というのは教育委員会の学務課で行うのですか。今後の方針として

はどのようにやる予定ですか。 

事務局 

（赤岩課長） 

具体的な部分につきましては、案の９ページでお示ししておりますが、基本方

針を定めたことによって、現状の中で統廃合等の検討の対象となる学校が見えて

きますので、それに基づいて、担当課は学務課になりますが、教育委員会から学

区等審議会へ諮問をするという動きになります。 

議長（西崎会長） 一般市民が知る方法としては、教育委員会というのを検索すれば、これは公表

されるのですか。 

事務局 

（赤岩課長） 

ホームページ上で言いますと、審議会の会議をするときには、会議の開催予定

として日時や議題を公表しております。また、会議が終わった後につきましては、

１か月後を目途に会議録を掲載することになっておりますので、審議された内容

を知ることができる仕組みでございます。 

議長（西崎会長） １か月後には、一般市民の方もこの内容は把握することができるということで、

こういう動きになっているということは周知されるということですね。 

事務局 

（赤岩課長） 

また、この会議自体が公開で開催しておりますので、今日もお一人傍聴の方が

見えられていますが、傍聴すればリアルタイムで審議の内容がつぶさに拝聴でき



るものでございます。 

議長（西崎会長） 今後についても一般市民の関心事として、こういう動きになっているんだとい

うことを把握することは可能であるということになろうかと思います。ほかにご

ざいますか。もし、なければ次回の会議では、先ほど出ました答申書（案）をも

う一度確認をして、もしそれに修正があれば、直ちに修正をして、その後教育長

に答申書を提出する予定で進めていきたいと思います。 

それでは、本日の議題は以上で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。 

 次回の会議につきましては、１２月１９日（月曜日）１０時から開催し、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ございま

す。また、次回の会議の開催前に事務局で答申書の案を修正したものを送ります

ので、あらかじめご確認をいただきますようお願いいたします。 

 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 お忙しい中、お集まりいただきまして大変ありがとうございました。この小・

中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針というものが、皆様のそれぞれの

立場からのご意見により、方針が固まったということに大変感謝申し上げます。

次回、答申ということになりますが、再度見ていただきまして、答申ができるこ

とを期待しております。本日はどうも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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