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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 

（森下主幹） 

只今から、令和元年度第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、１７人でございます。

従いまして、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４名でございますので、ご報告させていただきます。 

 ２ あいさつ 

司会 

（森下主幹） 

次に、西崎会長からご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 おはようございます。今日は大変いいお天気で、このままずっと続いて頂くと、

外に出て歩くのにも大変いい気候だなと。年号が平成から令和に変わりまして、

特に何も変わるわけでもないのですけどね。時の流れは変わりません。何が変わ

るといえば、それぞれの人のあるいは組織の心の持ち方が変わってくるのだろう

なと。新たな年を迎えてどうしようか。心のつながり、お互いに協力していこう

という年になるかなという気持ちになる人もいれば、いろんな考え方を持つ方が

いらっしゃると思いますが、それぞれいい年が迎えられたというふうに考えると

よろしいのかなと思います。また、学校では１０連休という大変長い期間休むと

いうことが行われて、１０連休のボケが終わってというか、学校に慣れた生活が

出来ているようになったように感じます。長い間休みのために、早く学校に行き

たいなという子どももいれば、家庭で長く休む子どもがいると大変だから早く行

ってくれという家庭もあれば、いろいろなものがあっただろうと思いますが、今

久喜市の教育現場では、それぞれ問題がなく学校生活が行われているのではない

かと思います。 

それでは、大変お忙しいところお集まりいただきまして、令和元年の１回目と

いうことで会議を催したところ沢山の方においでいただき、十分ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

司会 

（森下主幹） 

ありがとうございました。 

ここで、資料１でご案内しておりますが、学校長として任命しておりました鎌

田委員、穂村委員が退任され、後任の委員を任命しましたので、ご紹介いたしま

す。 

 ＜後任委員を紹介＞ 

司会 

（森下主幹） 

続きまして、事務局職員につきましても人事異動がございましたので、改めて

紹介させていただきます。 

  ＜事務局職員を紹介＞ 
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 ３ 議事 

司会 

（森下主幹） 

次に、議事でございます。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いたします。はじめに、議事録署名人でご

ざいますが、名簿順で板橋委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。

なお、本日は事務局側からの説明は簡潔に行っていただき、より多くの委員の皆

様からご意見をいただきながら、議事を進めてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。それでは、本日の議題である「市立小・中学校の統

廃合等について」事務局から説明をお願いしますが、１番目として、江面第二小

学校と菖蒲南中学校に関する経過報告、２番目として、上内小学校に関する内容

という形で進行させていただきます。はじめに、江面第二小学校と菖蒲南中学校

に関する統廃合等の検討について、事務局より経過報告をお願いします。 

事務局 

（目黒補佐） 

学務課の目黒でございます。 

江面第二小学校と菖蒲南中学校に関する統廃合等の検討について、資料はござ

いませんが、口頭で経過を報告いたします。 

江面第二小学校の統廃合等の検討につきましては、委員の皆様に慎重なご審議

をいただき、平成３１年３月７日付けで答申書をご提出いただきました。大変あ

りがとうございました。 

これを受けまして、教育委員会では、平成３１年３月１９日に開催した教育委

員会定例会において、「江面第二小学校は平成３３年（令和３年／2021年）４月

に江面第一小学校と統廃合し、統合による新たな学校を現在の江面第一小学校の

位置に開校する」という方針を決定いたしました。 

また、この方針については、保護者や地域住民の皆様に文書の配布や説明会の

実施などによって周知を図ったところでございます。 

今後は、教育委員会の要綱で定める「新校設立準備委員会」を設置し、個別具

体的な事項について、協議・検討を進めてまいります。 

続いて、菖蒲南中学校の統廃合等の検討につきましては、同じく３月７日の審

議会でご審議いただいた結果、統合時期の案の見直しに関するご意見をいただい

たところでございます。 

これを踏まえまして、教育委員会では、当初お示ししておりました「平成３３

年（令和３年／2021年）４月に菖蒲中学校と統合する」案を「平成３４年（令和

４年／2022年）４月に統合」と見直し、平成３１年３月中に保護者や地域住民の

皆様へ周知を図ったところでございます。 

今後は、なるべく早い段階で、保護者や地域住民の皆様にご理解いただけるよ

う、丁寧な説明を積み重ねてまいりたいと考えており、関係学校のＰＴＡと調整

を図っているほか、集落単位の説明会等の実施などを検討しているところでござ

います。 
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議長（西崎会長） ただいま、事務局から江面第二小学校及び菖蒲南中学校の統廃合等の検討に関

して、経過報告がありました。答申書を提出した江面第二小学校については、統

廃合に関して、教育委員会の方針が決定されたとのこと、菖蒲南中学校について

は、統合時期の案の見直しを行い、それぞれ保護者や地域住民に周知を図ったと

のことでした。 

この報告を受けて、何かご意見・ご質問があれば伺いたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

 ＜なしの声あり＞ 

議長（西崎会長） 一応、経過報告ということで、了解してよろしいですか。もしなければ、次の

内容、上内小学校の関係について事務局より説明をお願いします。 

事務局 

（目黒補佐） 

それでは、上内小学校の関係についてご説明いたします。 

はじめに、お手元の資料のうち、資料５をご覧ください。 

 こちらは、平成３１年４月６日現在で把握している上内小学校及び近隣の小中

学校の児童生徒数及び学級数の推移をまとめたものでございます。 

 上内小学校の欄にご注目いただきますと、今年度の新１年生が、平成３０年５

月１日現在の集計では１１人と見込んでいたところですが５人、新２年生が１１

人となっており、この２学年の児童数の合計が１６人であることから、令和２年

度、次年度からは複式学級の編制が見込まれる状況となりました。 

 このような中、教育委員会では、上内小学校の統廃合等の検討について、複式

学級の編制に関する対応も含め、早急な対応が必要であると考えまして、平成３

１年４月１２日に上内小学校で保護者懇談会が行われた機会を捉え、保護者の皆

様に説明を行ってまいりました。 

 説明の内容につきましては、事前に配布しております参考資料に基づきまして、

「複式学級が編制されると、授業１時限で１人の教員が複数の学年の授業を行う

場合が生じ、子どもたちの自主的な学習の時間が増えるなどの課題が考えられる」

ことをご説明したほか、市内の他の小規模校として江面第二小学校における対応

の例をお示しいたしまして、「平成３３年（2021年）４月に江面第一小学校と江

面第二小学校を統合することとし、保護者等からの要望を踏まえて、学校統廃合

を実施するまでの間、市費負担の教員を配置して複式学級を編制しないように対

応する」ことをご説明いたしました。 

また、上内小学校の小規模化の状況を考慮すると、子どもたちの教育環境の充

実を図るためには、学校統廃合等の検討が必要であることをご説明したところで

ございます。 

 そのほか、説明後には、「上内小学校における複式学級編制等に関する意向調

査」という題名で記述式のアンケートを実施いたしました。その結果を資料２に

まとめておりますので、ご覧ください。 

 はじめに、調査の概要でございますが、上内小学校の保護者５７人のうち、 

４月１２日の保護者懇談会にご参加された２７人の保護者の方に配布いたしまし

て、そのうち、６人の方から回答をいただいたものでございます。 
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 今回のアンケートは、回答率は約２割となっており、上内小学校の保護者の 

皆様については、この問題に対して、まだまだ関心が低いものと推察されるため、 

今後の検討を進めるにあたっては、課題であると考えております。 

 続いて、保護者の皆様から頂いたご意見の内容についてご説明いたします。 

 はじめに、問１として、令和２年度に複式学級が編制される見込みとなってい

ることに関して、ご意見を伺いました。 

 その結果、複式学級を編制しないことを求めるご意見として、「低学年のうち

は複式でも良いが、４年生以降の高学年には難しいのではないか」というご意見、

「異なる学年の学習内容にきちんと対応できる気がしないので、反対である」と

いうご意見、「複式学級になると、下の学年に合わせることが多くなり、学力が

低下するのではないか」というご意見がありました。 

 一方、複式学級の編制はやむを得ないというご意見として、「子どもの人数が

少ないのでしょうがない」というご意見、「とてもいいとは思わないが、５年生

には関係ないので、進めてかまわない」というご意見がありました。 

 次に、問２として、教育委員会において、学校統廃合等の検討を進めているこ

とに関して、ご意見を伺いました。 

 その結果、学校統廃合に賛成的なご意見として、「子どもがより良い学校生活

を送ることができればかまわない」というご意見、「今すぐにでも統廃合を進め

るべきである」というご意見がありました。 

 一方、学校統廃合に反対的なご意見として、「学校統廃合以外の検討にはどの

ような案があるのか。学区の見直しの案はないのか」というご意見、「統廃合だ

けに目を向けるのではなく、学区の見直し等を考えた上で検討をお願いしたい」

というご意見、「早く進めてほしかったが、子どもが５年生なので今さら統廃合

はやめてほしい」というご意見、「統廃合してしまうと、地域の活気がなくなっ

てしまう。上内小の学区をもっと広くしてみてはどうか」というご意見がありま

した。 

 次に、問３として、上内小学校の現状を踏まえ、市に対応を望むことについて

ご意見を伺いました。 

 その結果、「複式学級を編制するのであれば、その学級の担当教員を２人にし

てほしい。統廃合には反対である。」というご意見、「複式学級を編制する場合

は、近隣の小学校に子供を編入させてほしい」というご意見、「現状に満足して

いる」というご意見、「学区となっているわし宮団地を管理するＵＲ都市再生機

構の事業も踏まえて考えれば良い」というご意見、「ＰＴＡをなくし、保護者の

負担を減らしてほしい」というご意見がありました。 

 今回の調査では、６件の回答のうち、上内小学校の正門の前を通過して鷲宮小

学校まで通学している児童がいる現状などから、学区の見直しを検討しないのか、

という趣旨のご意見が３件ありました。 

このことについて確認したところ、通学時に上内小学校の前を通過する鷲宮小

学校の児童数は約１０人という状況で、現在の上内小学校の全校児童数６６人と

合計しても、７６人となり、依然として小規模校のままとなります。 

また、鷲宮小学校の児童数に着目すると、１学年の児童数が４０人から５０人



5 

程度で推移しており、学区を見直すことで、上内小学校に児童が移ってしまうと、

鷲宮小学校で単学級の学年が生じることも見込まれるなどの課題がございます。 

このように、学区の見直しによる方法には、課題が多いと考えられることから、

教育委員会では、引き続き学校統廃合等の検討が必要であるものと考えておりま

す。 

 続きまして、資料３をご覧ください。 

 教育委員会では、平成２９年度から上内小学校の統廃合等の検討を進めており、

平成２９年１２月、平成３０年１月、そして只今ご報告した本年４月１２日の説

明と、これまでに３回の説明会等を実施しております。 

このような中、今後、複式学級の編制が見込まれるなど小規模化が著しいこと

から、学校統廃合等の早急な対応が必要であるため、統廃合を行う場合の対応方

法の例をまとめました。 

 「上内小学校の現状」、「市内の他の小規模校における例」の項目は、ここま

でご説明した内容と重複しますので、説明は省略させていただき、資料の下半分、

「上内小学校の統廃合等の対応（例）」にお示しした表をご覧ください。 

 上内小学校について学校統廃合を行う場合、対応方法としては、 

「１上内小学校と鷲宮小学校を統合して、新たな小学校を設置し、新校の位置を 

鷲宮小学校とする場合」 

「２上内小学校と鷲宮小学校を統合して、新たな小学校を設置し、新校の位置を 

上内小学校とする場合」 

「３上内小学校、鷲宮小学校及び鷲宮西中学校の３校を統合して、義務教育学校 

  を設置し、新校の位置を鷲宮西中学校とする場合」 

の３つの例が考えられるところです。この３つの例について、教育委員会では、

それぞれメリットと課題を検討いたしました。 

はじめに、「例１」の上内小学校と鷲宮小学校を統合し、鷲宮小学校の位置に

新校を設置する場合でございますが、上内小学校の小規模化の課題を解消できる

というメリットはあるものの、鷲宮小学校の校舎は施設が老朽化しているため、

今後の維持管理に課題があると考えられます。 

 ここで、資料４も併せてご覧ください。 

 こちらは、上内小学校及び近隣小中学校の学校施設等の比較を行ったものでご

ざいますが、鷲宮小学校の校舎は、昭和４６年の建築で、まもなく築５０年を迎

えるほか、耐震補強に伴う改修からすでに２０年以上の期間が経過しております。

このため、老朽化が進んでおり、施設の維持管理には今後も多くの費用を要する

ものと考えられます。 

 このようなことから、統合後の学校施設として、鷲宮小学校については課題が

あるものと考えております。 

次に、改めて資料３をご覧いただきまして、「例２」の上内小学校と鷲宮小学

校を統合し、上内小学校の位置に新校を設置する場合でございますが、上内小学

校の小規模化の課題を解消できるというメリットはあるものの、上内小学校の校

舎も老朽化が進んでおり、一部の校舎では耐震補強が完了していないため、大規

模改修を行う必要があるなど、多くの費用を要するものと見込まれます。 
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 改めて、資料４も併せてご覧ください。 

 上内小学校の校舎は、昭和４６年から昭和５４年にかけての建築で、当時の児

童数の状況から必要に応じて増築をしてきた経過がございます。 

こうした中、昭和５０年建築の校舎は、児童数の減少に伴って以前から使用し

ておらず、耐震補強を行っていないため、現在、使用不可の状況となっておりま

す。また、その他の校舎も、耐震補強による改修から約２０年が経過しており、

老朽化が進んでいる状況でございます。 

もう一つの課題として、上内小学校は、昭和４６年に従来の鷲宮小学校の学区

内において分離設置された経緯があることから、地域住民の皆様から学校統廃合

等に理解を得ることは難しいものと考えられます。 

 このようなことから、統合後の学校施設として、上内小学校についても課題が

あるものと考えております。 

 次に、改めて資料３をご覧いただきまして、「例３」の上内小学校のほか、近

隣の鷲宮小学校、鷲宮西中学校を統合し、義務教育学校を設置する場合でござい

ます。 

この場合の新校の位置について検討したところ、上内小学校及び鷲宮小学校の

敷地は、中学校の教科や部活動などに対応できる施設や校庭等を確保することが

難しく、鷲宮西中学校が新校の位置に適しているものと考えられます。 

 続いて、メリットでございますが、上内小学校の小規模化の課題を解消できる

だけでなく、小中一貫型の先進的な教育として、例えば春日部市の江戸川小中学

校のように、学年の区切りを従来の「６・３制」に捉われず、「４・３・２制」

とするなど、柔軟な教育課程を組むことができるほか、小学５年の学年から教科

担任制を実施して、高い教育効果を得るといった、多様な教育活動の実践を図る

ことができると考えられます。 

 一方、課題でございますが、小学校児童に対応した新たな施設の整備を行わな

ければならず、多くの費用や時間が必要であると見込まれます。 

審議会委員の皆様におかれましては、只今ご説明いたしました上内小学校の現

状と、保護者の皆様のご意見を踏まえていただき、学校統廃合等を行う場合の対

応方法について、ご審議をお願いしたいと考えております。 

議長（西崎会長） ただいま、事務局から上内小学校の現状と、保護者を対象とした説明を実施し

たとの報告がありました。 

また、保護者より、複式学級の編制や、学区の見直しに関するご意見もありま

すが、小学校の小規模化の現状を考慮すると、なるべく早い段階で統廃合の考え

方を整理することが望ましいため、資料３のとおり統廃合等の検討の進め方につ

いて、例が示されました。 

まずは事務局からの報告、説明を受けて、皆様にご意見をいただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

ここの資料のなかで、平成３１年度、今年の１年生が当初の見込みだと１１名

ということで進めていたところなのですが、あけてみると５名しか入学されなか

った。ということを、今後複式学級がずっと続く可能性がでてしまう。本来はも

っと早くから考えるべきだったのだろうと思うのですが、最初の見込みが１年生
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１１名ということで、少し前にも平成２９年１２月、平成３０年１月、平成３１

年４月と３回、小規模校であるということに対する説明をしてきたんだけれども、

急遽ここで緊急に考えなければならない事態にきている。複式学級が令和２年度

にもでてしまうという状況に至ったという、それらも含めて緊急に進め方を考え

ていかなければならないということですが、皆様からご意見いただければと思い

ます。よろしくお願いします。 

中村委員 よろしいでしょうか。新入生の数が５人に減ったという理由について事務局は

ご存知ですか。 

事務局 

（目黒補佐） 

正直、直接の明確な理由というのは掴みかねているところはございますが、鷲

宮地区で近頃新築の住宅が増えているという実情、それからわし宮団地では、管

理をしておりますＵＲ都市再生機構で、団地の再生事業というような新しい事業

が始まってくるという計画、社会情勢があると伺っておりまして、そういったこ

とも影響しているのかなと考えております。 

中村委員 減った理由は、正確なところ、正直なところはっきりしたことは掴んでない。

そうすると、減った方がどちらに行かれたかということももちろん把握してない

わけですよね。 

事務局 

（目黒補佐） 

そのとおりです。 

儀仁委員 すいません。私上内小なのですけど、減った理由として一番に考えられるのは、

就学時の集団健診のときに、あまりにも人数が少ないことに保護者の方が嫌にな

ってしまう。というのが、私２人子どもが通っていて、上の子は中学生なのです

が、上の子のときから、それは毎年聞きます。少なくてここに通わせるのは嫌だ

という保護者の方は多いです。それで多いときは、半数必ず減っていきます。上

の子のときも２０何人いたのが、実際入学したのは１０何人だったので、どちら

かというとＵＲの整備というよりも、少なさが嫌なのだと思います。 

 

議長（西崎会長） いろんな条件が重なってきているのですね。そういうなかで、５名しか入学し

なかったと。現状はあるわけですね。 

 

中村委員 この数字は、事実は事実ですので、これは、数字は数字としてきちんと理解し

ていかなくてはならないと思いますけど。もうひとつ、アンケートの方に６人し

か回答していないというふうに出ているのですが、これまで何度も教育委員会の

ほうでご努力なされて説明会とか開いているにも関わらずこんなに少ない人し

か、関心を持たれていないというのは残念に思います。 

 

議長（西崎会長） 聞くところによりますと、ＰＴＡとか保護者会の出席率が普段から少ないそう

です。だから、こういう結果が出てきたんだろうと考えられるところです。 
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田口委員 上内小さんのＰＴＡの会員数、これ実質は子どもの数だけじゃないですか。 

世帯数にするとどれくらいですか。 

事務局 

（目黒補佐） 

学校から聞いておりまして、今年度５７とのことです。 

 

田口委員 さらに、今回の５人の入学の方々はすべて会員の方ですか。それともご兄弟が

いて会員が増えてない。 

儀仁委員 兄弟が２名です。 

田口委員 じゃあ、３人が新加入ということですね。 

実は、これ前回私どもで江面第二小学校さんに訪問させていただいたときに、

去年が確か５人だったのかな。江面さんも。ただ、江面さんの５人というのは、

全員弟さんだったという事実だったので、そういった形で増えないのであれば、

先ほどご意見にあったＰＴＡのあり方とかそういった部分も前面に出した検討を

していかなくてはならないのかなという。 

儀仁委員 そうです、それは学校自体でも、私は今年会長をやらせていただいて、去年か

らやらせていただいて、考えてはいくのですけども、やっぱり今までやってきた

ことを減らすというのは難しいし、そこで親の手が足らないのはもちろん重々承

知のうえで、現行の役員達の負担をかなり強いている状態というのは、理解した

うえでどうにかできないかというのは、もうずっと私の前の会長さんたちの時か

ら考えてはきているのですけど、どうにもできないというか、いい案が出てこな

い状態ですね。 

斉藤委員 ちょっと今の話と違うのですけど、この資料４の中で、学校の設備のやつで、

耐震補強をしている、していないみたいなことが、いろいろ書いてあるのですけ

れども、実際今大きな地震があった場合にこの２校は耐えられるのですか。 

事務局 

（目黒補佐） 

２校というのは、上内小学校と鷲宮小学校の２校でよろしいですか。 

斉藤委員 そうですね。 

事務局 

（目黒補佐） 

補強をかけている部分については、その状況に耐えられる基準に沿った形での

補強を行っているという状況でして、上内小学校の校舎の一部が未使用の状態な

ので、そこについては、補強しないでそのままの状態ということになっておりま

す。 

斉藤委員 その未使用の状態のところが、子どもの安全が保たれているのでしょうか。こ

れがもし、子どもの安全が保たれていない状態の学校が２校あるということにな

れば、やはり早急に何か対策を打つのか。それか、今審議の中で中学校との合併

をするみたいな形をして、耐震補強の金額が高くなるのか、その辺の予算的な部

分はどうなのでしょう。 
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事務局 

（目黒補佐） 

まず、１点目として、２校という話がありましたが、鷲宮小学校については、

今の校舎は補強がしてありますので、支障がない状況にあるとご理解ください。

上内小学校の未使用の部分については、校舎の中に柵を設けて、子どもが入らな

いようにするなど、現場での安全対策というようなことで、近寄らないようにす

るということは行っている状況でございます。コスト比較という部分でお話があ

りましたが、仮に補強とかをした場合の費用については、私どももまだ確認中な

ので具体的に金額など出ておりませんのでご理解ください。 

議長（西崎会長） よろしいですか。まあ、未使用の耐震補強がしてないところもある。そこには

入らないように講じてあるということでした。 

板橋委員 初耳だったのですが、先ほど鷲宮小学校の児童１０人以上が、上内小学校の前

を通るというようなお話がありましたけれども、それはどういう理由で上内小学

校に行かないのか。それからまた教育委員会としては、それを認めている理由と

してはどういうことなのですか。 

事務局 

（目黒補佐） 

先ほどの鷲宮小学校の児童１０人程度が上内小学校の前を通学しているという

話なのですが、今図面がなくて恐縮なのですが、東武伊勢崎線の西側の鷲宮地区

のエリア全体がもともとの鷲宮小学校の学区でございました。その大体真ん中ぐ

らいのところにわし宮団地が立地されて、そこの団地のところに上内小学校の学

区が分離してできたというような形になっております。東武線の西側の鷲宮地区

の南の方の子どもというのは、比較的線路に近いところを通って鷲宮小学校に向

かっておりまして、その途中のところに、ちょうどわし宮団地が立地していると

いうような位置関係にあります。そうした中で、現在の通学路は、そのあたりに

住んでいるお子さん約１０人が上内小学校の正門の前を通っている道路を通学路

としているので、小学校に向かう途中に上内小学校の前を通るという実情がある

という説明を申し上げたところです。 

板橋委員 ちょっと説明がよくわからないのですが、その通っている１０人のお子さん達

というのは、当然鷲宮小学校の学区内の子ということですか。 

事務局 

（目黒補佐） 

そういうことです。 

板橋委員 それならもう結構です。 

議長（西崎会長） 鷲宮小学校の学区のなかに団地ができて、団地の子ども達の対応をした上内小

という形で、その周りの人がそこを通って鷲宮小学校に行くという状況がある。

学区編制がそういうふうになっている。 

板橋委員 ちょっと私よく理解できないのですけれども、変な説明だとしか思えないので

すけど、自由学区ではないのですか。どっちに行ってもいいっていう自由学区だ

ったら別になんら問題ないと思うのですけど、そうでないのなら、最初の説明が

私には理解できないのですけど、子ども達、親にとってみれば当然の権利を当然

にやっているということですよね。ということであれば、説明いらなかったので

はないのですか。 
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議長（西崎会長） ここは自由学区ではないのですね。 

事務局 

（目黒補佐） 

そうです。 

折原委員 いいですか。私も質問します。一昨年の上内小学校で説明会があったと思うの

ですね。それは川羽田さんがおられる頃です。その頃、私の友人というか知り合

いで関根さんが教育部長をやっていたときです。そのときに、ＵＲつまり都市整

備の将来性はと質問したら、把握していないということであったけれども、ごく

最近のＵＲの再生機構で、再開発と言いますか、リフォームというか、それを考

えているというように議会などでもずいぶん出ているのですが、その辺は将来性

ということで考えると、上内を児童数が少なくなるから、自然消滅というか吸収

合併というような感じに捉えていたのですけど、再開発の対象として上内小学校

の周りの団地を、開発するのではないかという報道があるのですが、その辺を教

育部はどのように理解されていますか。 

事務局 

（目黒補佐） 

今お話のあったＵＲの事業のことなのですが、団地の再生事業というようなこ

とで、平成３０年度に住民説明なんかもあったと伺っておりまして、直近ですと

平成３１年２月１１日に住民説明があったと伺っております。その中で、事業の

概要として聞いているのは、わし宮団地の３街区の部分を住民の方に移って頂い

て団地を取り壊したうえで、店舗ですとか戸建て住宅とかその他の土地利用とい

うようなことで再利用を図っていくというような計画があるということは伺って

おります。ただ、事業の実際の実施がいつまでにできるかというような部分です

とか、そういったことはまだＵＲでも検討中なのかとは思いますので、今後の具

体的な見通しというのは、引き続き情報収集に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

折原委員 私の住んでいる青葉の方面ですと、再開発がされて住宅統計調査等の資料なん

かを見ますと、また戻りつつあるかなという感じになっているのです。それが、

上内小学校を通学区とする団地の再開発と結構関係あるのかなと思うのです。と

いうのも、小林・栢間の学校の統廃合とか江面第二小学校の統廃合なんかでも地

域の希望では残しておきたいというのが、基本的にはあるんですよね。その中身

は、行政が人口増に力を入れてくれないからこういうことになるのだと、だから

小学校が廃れてしまうのだと、もう少しよくやってくれと行政マンに、地元の住

民の方の代表、区長さんをはじめとした方々はよくそういう話をしています。そ

ういう経過のなかで、上内小学校はもうこれ以上無理ですかねと考えている人と、

ぜひ残して欲しいと、愛校心というかあるのですよね。第２点は、今日のパンフ

レットの中に出ている、春日部市の旧庄和町の小中学校の統廃合についてのパン

フレットが置かれているということは、ざっくばらんに言って、今度の上内・鷲

宮小学校及び鷲宮西中学校は統廃合をして、新制度の小中学校を作るということ

を考えてこれを出しているのですか。というのは、前回、私、小林・栢間と菖蒲

南中学校の３つを、この江戸川の小中学校のようにくっつけたらどうかという案

もあると言ったら、小林・栢間と菖蒲南中学校をひとつにしても基本的には全体

のことを考えるとメリットがないと、だから小中学校の義務教育学校は作らない
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とあったと思います。そうすると、今回の提案の中のひとつの候補として、鷲宮

小学校、上内小学校、鷲宮西中学校をひとつの義務教育学校として作るというの

はバランスが悪いような気がするのですが。前の意向ではそういうことじゃない

のですか。その辺の経過をお願いします。 

事務局 

（目黒補佐） 

まず、パンフレットをお配りした理由として、今回の資料にもございました義

務教育学校という要素も含めて例を出させていただきましたので、義務教育学校

という制度も平成２８年４月に始まったものでございます。新しい仕組みという

ことで、委員の皆様にもイメージがつきにくい部分もあろうと思いまして、春日

部市さんの協力を得ましてパンフレットの写しを参考までにご用意させていただ

いたところです。それから２点目の件で、菖蒲地区の場合との違いといいますか、

その辺のご質問なのですが、以前の審議会でもご案内いたしましたが、菖蒲南中

学校の場合で言いますと、生徒数や学級数の減少がかなり進んでいると、場合に

よっては、次年度(令和２年度)には、３学年全部の学年が１学級、学校全体で３

学級となる可能性も見込まれていると。この中で、小学校と中学校の統合という

形を行っても、例えば、部活動の問題ですとか、中学生の学年における生徒同士

の切磋琢磨の状況なども踏まえて、中学校における小規模化の課題を解消するこ

とは難しいだろうということで中学校同士の統合、菖蒲中学校との統合がよいの

ではないかというお話をさせていただいておりました。そういった中で、今回、

鷲宮西中学校区の中で、こういった例をお示しさせていただいた理由としては、

２つございますけども、まず上内小学校、鷲宮小学校、それから鷲宮西中学校の

関係する３つの学校は、鷲宮西中学校の校舎を中心として円を書きますと、直径

１km以内の円のなかに３つの学校がすべて収まる状況でございまして、相互に近

接しているので、もし統合した場合、通学上の課題というものが生じづらいだろ

うと思っております。そういった中で、小学生の学年にあたる児童さんの通学方

法もスクールバス等の交通手段を必要としなくて済むのではないかと考えており

ます。それから、２つ目として、鷲宮西中学校の学級数は今、学年で２学級、全

部で６学級という状況です。適正規模の範囲は全部で９から１８学級ということ

ですので、それよりはちょっと少ない状況なのですけれども、１学年あたりの生

徒数はだいたい６０人程度で推移しております。そういったこともあって、現在

クラス替えも可能な一定の規模の状況というのは維持ができているというところ

でございます。こういったことも踏まえて、小学校と中学校を統合した場合を考

えたときも、児童や生徒がいろいろな考え方に触れて切磋琢磨できる教育環境と

いうのが維持できる範囲にはあるのだろうということもありまして、今回、鷲宮

地区、鷲宮西中学校の学区の中では、こういった例も含めて提示をさせていただ

いたというところです。 

議長（西崎会長） よろしいでしょうか。菖蒲南中はいずれにしても単学級になってしまう。これ

をなんとか解決しようということで菖蒲中に統廃合しようという方向で話が進ん

だ。小中学校の義務教育学校みたいな形にしても、菖蒲南中は単学級にしかなら

なくなってしまう。それをなんとか解決しようということで、小中一貫教育とい

う形じゃなくて、まず中学校が単学級になることを防ぐようにしようということ

で話が進められた。確かに、小中一貫した学校を作るということも考えられた。
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最初に意見はあったと思う。今回は、１kmの範囲内のなかに３校が入るし、小中

学校一貫にすると通学の問題もさほど問題はなく進められそう。ということで、

案として、例の３番目が考えられる。最初にこのチラシがあるのではなく、こう

いうのもありますよという参考例で出された今日の資料です。 

もう少し、今後の進め方として、基本的ないろいろな条件等は出てきたと思う

のですが、実際に上内小の問題をどう進めていけばいいのか、その中に出てきた

のが団地の再開発というのが話題になっているけれども、まだそれは話題になっ

た段階で、今後どういうふうにするのかは未定のようです。 

儀仁委員 来年の２月には、たぶん引越しの準備が始まってくると思います。２月を目処

に第１期と第２期に分けて引越しが始まるような形で３街区の皆さんには話がい

っているはずです。 

議長（西崎会長） それがどれくらいかかるかご存知ではないわけですか。 

儀仁委員 それはちょっと、私２街区なのでわからないのですけれども。説明会の対象に

はなってないので。３街区の方しか出てないので。だいたい２月を目処にスター

トしていくというのは聞いています。そのために、今１・２街区の空いていると

ころになるべく新しい方が入らないような措置が取られているとは思うのですけ

ど、ただやっぱり団地から団地というよりは、外に出て行かれる方も絶対いらっ

しゃるはずなので。ただそれが、こちらの心配としては、現在学校に通っている

子は、上内に通える距離に引っ越すのであれば、教育委員会の方からそのまま継

続して上内に通えるというのは頂いているのですけど、これが例えば、就学前の

子になるとどうなのでしょう。上の子が上内に行っていれば、たぶん上内になる

と思うのですけど。まったくいない子の場合だと引っ越した先の学区にはなるの

ですよね。 

事務局 

（目黒補佐） 

通学区域のそのあたりは、指定校外就学といったような制度がありますが、基

準がございますのでその中に照らし合わせてということなのですけども。ご兄弟

が行きたい学校に通学しているというようなケースは基準の項目としてあったと

思いますので、その辺に照らしてということになると思います。 

議長（西崎会長） まあ、別々の学校に行くことはないという基準があるのですかね。 

事務局 

（目黒補佐） 

ちょっと補足なのですが、あくまで、指定校外就学は申請に基づいてという形

になりますので、まずは教育委員会にご相談いただいて、その辺の状況を十分お

話を聞かせていただいてということになります。 

議長（西崎会長） いろいろな条件が重なってくるわけですけども、目の前にある複式学級は実際

にもう起こりうるということが、現実問題としてありますので、それらを改善し

ていくための方策、どういう方法で教育環境を整備していこうかという、その辺

の進め方をご意見いただければと思います。 

斉藤委員 すいません。これ見た状態でもう人数が明らかにこんなに少ない状態で、学校

として子ども達は楽しいのか楽しくないのかっていう感覚が出てくるくらい人数

が少なくなっちゃっているじゃないですか。１年生が５人って、小学校の友達が

５人しかいないってことになっちゃいますよね。だからこれは、どうしても人数
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が少ないとか多いとか、小規模学級のなんとかっていう前に、子ども達のこと考

えたら早急にこういうのは合併しなくてはいけないのではないでしょうか。１ク

ラスしかない以前の問題ですよね。５人しかいないなんて。これがどんどん増え

てくるっていう感覚でいるのでしょうけど、じゃあ、作り直してどれだけくるか

っていうのを待っている間に５人で授業するのですか。それでその保護者のなか

にも１年生と２年生の授業をされるのは嫌だといっているじゃないですか。そり

ゃもちろん保護者としては嫌ですよね。だいたい１年生の方にしか先生は目がい

かなくなりますし、だからそう考えるとやはりこう近々にやらなくてはいけない

と思いますし、もちろんこれ人数でいえば、最後の令和６年度に５２８って書い

てあるじゃないですか。小中合わせると。そのくらいの規模の学校にしてあげる

とやっぱりいいのかなと思うし、私の親戚も小中の学校に行っているのですよ。

合併した学校に。それでじゃあ、部活動どうなるのって言ったら、もう小学校４

年生から部活動が入れて楽しいって言っているのですよね。だからそういうよう

ないろいろな工夫ができると思いますし、やはり友達がいっぱいいて切磋琢磨と

か書いてありましたけど、そういう方が理想的な学校になるのではないでしょう

か。修学旅行が５人とか、例えば運動会になったときに５人で何をするのって事

ですよね。真剣に考えるのだったらやっぱり、ＰＴＡだって私ＰＴＡ会長３年や

りましたけども、嫌ですよね、どう考えたって。毎回ＰＴＡやらないといけなく

なるなんて。本来１年周期なのにずっとＰＴＡで。そうなると思います。やっぱ

り保護者の負担にもなっちゃうし、子ども達のかなり負担にもなると思うので、

やはりこれは早急にいま話し合って、ちゃんと早いうちに話し合って合併をする

か、どこかに新校を作るのか、それとも中学校で一緒にやるのか、近々に話しし

ないといけない段階だと思いますね。すでに江面と違って５人ですからね。 

田口委員 江面も５人でしたよ。 

斉藤委員 あ、江面も５人でしたか。変な話そういうことだと思いますよ。だから私もそ

う思います。 

田口委員 さきほど上内さんのＰＴＡの会長さんからお話があったように、１年生の人数

が半減してしまった原因としては、就学時に児童数の現実を見て辞退してしまっ

たという意見があるように、実際今度通われている人達の中でも、今年の１年生

の現状を見れば上の学年の保護者だったりしても、危機感はあるだろうし、また

来年度、再来年度を見ていっても、これが半分になったとすれば、またさらに複

式学級が増えるということも想定されるわけですから、ここはやはり我々の立場

としては、早めに統合するという意見を告知した上でいかないと。現状、仮に統

合するという形にしたとしても、統合するまでの間は上内小さんが多分対象にな

ると思いますが、授業なり学校運営は続けていくわけですから、児童数をキープ

するためにも、早めに方向性を我々学区等審議会としては提示して、保護者ない

し地域の方の不安を解消する材料にしてさしあげないと、勝手に少ないやばいで

暴走されてしまって学校運営が成り立たなくなってしまうと、現状の上内小学校

さんの校長先生はじめ当事者の方々も不安だけしか残らないと思いますので、な

るべく早めにその意見をまとめて提示するというのが、一番早急にすることでは
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ないのかなと思います。以上です。 

議長（西崎会長） ありがとうございます。 

儀仁委員 いいですか。上内の一保護者の意見としてなのですけど、先ほど回答数が少な

い、関心がないと言われたと思うのですけども。まあ、関心がない方ももちろん

中にはいらっしゃると思うのですけども。関心がないというよりは、複式に反対

なのですよ、皆さん。基本的に嫌なのです、絶対に。それは、会長としての立場

としてもそうですし、一保護者として他のお母さん方と話すなかで、複式にする

のであれば、統廃合のほうがまだっていう意見はきっと出てくると思うのですよ。

やっぱり複式になると、皆さん言われているとおりに学業の面でどうしても差が

出てくるであろうと。片方に取る時間が減ってくるだろうと。となると、もとも

と少ない中で、上内の子達って競争心がないのです。少ないからみんな横ばい。

運動に関しても、勉強に関してもそうなのですよ。自分がどれくらいの位置にい

るかわからない。例えば、久喜市の陸上競技会とかがあったりして、そこで初め

てうちの子達って挫折を知るのです。あ、自分たちこんなレベルなのだ。それを

複式学級にしたってそれは変わらないじゃないですか。だって、年下の子と競っ

たってどうにもならない。やっぱ同学年の子と競っていくのが必要だと思うとこ

ろは、多分皆さん兄弟がいる方も感じているところなので、複式にするのであれ

ば、統廃合をメインに考えて頂きたいと私は思います。 

議長（西崎会長） はい、いずれにしても、子どもを第一に物事を考えてもらいたい。今子どもが

こういう状況のところで、学校生活をしているということに対して、それを改善

していかなくてはならないというのを、第一前提に物事を考えていく必要がある

だろうというご意見がたくさんありましたけれども、話の進め方としては、上内

小の統廃合は考えていかなければならないということはよろしいですね。それに

あたって、どういう方向でいこうかというのもご意見をいただければ、例えば、

鷲宮小に統廃合しようか、あるいは上内小を中心として統廃合しようか、あるい

は小学校、中学校一緒にして統廃合して小中学校の義務教育学校にしようかと３

つの案が出ておりますが、まあ、どういう方向でいくかっていうことのご意見を

いただければと。 

斉藤委員 すいません、その前に。これ例えば、上内小さんと鷲宮さんが合併するのと、

中学校と全部で合併するので、設備とか、時間とかって考えるとどっちの方が早

いのでしょうか。 

事務局 

（目黒補佐） 

時間的なことだけで申し上げれば、小学校同士の統合の場合は基本的に今ある

学校施設を利用することで考えますので、何らかの改修等は出てくるにしても、

あくまである物の改修ということになりますので、そういった施工にかかる期間

というのは比較的短いだろうと。スピーディに統合自体は進められると思われま

す。逆に、先ほどの例の３で申し上げた義務教育学校の場合は、あくまで校舎の

新設が少なくとも必要になりますので、その新設にかかる期間という部分だけ時

間がかかるという状況になるだろうと考えております。 

議長（西崎会長） という状況です。 
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斉藤委員 そうすると、じゃあ、第３案しかないですけど、第４案として、例えば、上内

と鷲宮を最初に合併して、その間に中学校区全部を合併する前提として考えたと

して、その２つを最初に合併させておいて、中学校を直している間は２つ合併し

て、ゆくゆくは中学校に行くということはできるのでしょうか。 

議長（西崎会長） ２つの小学校を一度合併して、その間に西中を少し新しく直して、小中学校を

作ると。その辺は事務局のご意見はありますか。 

事務局 

（目黒補佐） 

 ちょっと、ここでは今お話があったような形は表には書いてありませんが、方

法論としてはありえるのかなと思います。 

中村委員 今の話ですと、これまでいくつかの例がありますよね。初めから、とりあえず

小学校をひとつにしておいて、その間に、将来は３校、４校で小中一貫校を作る

のだよと。そのための、施設の改修、新校を新しく作るということで成功した例

をいくつか知っています。 

板橋委員 私、別に統廃合に反対ではないのですけど、一番やっぱりネックになるという

のは前々からここで話が出ているように、子ども達の学校への距離の問題だと思

うのですよね。今さっきの話を聞いていたら、１km以内だという話ですものね。

ということは、距離に関しては統廃合に問題はないわけですよね。さらにあとも

うひとつ問題としてでてくるのは何かって言うと、その小学校に通っているお子

さん達、それから地域の人達の愛校心というか、愛地域心というか、そういうも

のを和らげてあげさえすれば、統合するのも何の問題もないのではないかと私は

思うのですけども、そこら辺のところをどういうふうに教育委員会では話されて

いるのですか。 

議長（西崎会長） 地域との関わり、地域への説明等です。 

事務局 

（目黒補佐） 

これまでの説明会ではまだ学校の現状をお話しさせていただく位までにとどま

っておりまして、今後引き続き説明会等を重ねていく必要があると考えておりま

す。そういったところの中で、保護者の皆様、地域の皆様にも丁寧にお話をしな

がら、そういった思いというのをよく受け止めながら検討を進めていく考えでご

ざいます。 

議長（西崎会長） まあ、もう少し地域への説明等を十分していく必要があるということでした。

他にございますか。 

安藤委員 この資料５の人数だけを見ると、上内小学校は今年、来年、この人数で学校と

してやっていくのかというと、保護者としても子どもとしても凄い危機感を覚え

ると思うのです。特に冬場インフルエンザが流行った場合、学級閉鎖、学校閉鎖

になりかねませんよね。それがかなり他の学校と比べて長い期間続く可能性も高

いので、そうすると子ども達の学校生活を維持するのも難しい状態ではないのか

なと思うので、私はやはり鷲宮小学校と早急に合併させてあげることが大事なの

かなと思います。うちは下の子が鷲宮小学校から鷲宮西中学校に進学したのです

けれども、乱暴な言い方かも知れないのですけれども、この人数で上内小学校の

お子さんが今鷲宮小学校に来ても、そんな困らないと思うのです。教室が少し狭

くなるかなくらいで、そんな困ることはないので、それは早急に対応してあげら
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れるかなと思います。鷲宮西中のこの運動場用地を見て、ちょっとびっくりした

のですけれども、こんなに広かったかなと思うのですが、これは多分部活動で使

っているテニスコートだったり、奥の方に使ってない荒地みたいな所があったり、

グラウンドとして使える面積って凄く狭かったはずなのですよ。なので、そうい

ったものを整備して新たに小学校となる校舎を建てるとなると、ちょっと敷地的

には無理があるのかなと思います。 

議長（西崎会長） いずれにしても、２つの小学校を統廃合するということは、さほど問題はない

だろうと。ただ、住民の感情は十分に説明して、納得して頂くことは必要になっ

てくるはずです。あとは、西中については、小中一貫して出来る状況があるかど

うかということは、一気にそこまで行くのには時間がかかりそうですので、その

辺はまた別に考えなければいけないのかなと、将来の見通しとしては、そういう

方向も考えられると思うのですけれども、いずれにしても、現在の教育環境を改

善するためには、少なくとも早めに鷲宮小学校と統廃合することが考えられる。 

板橋委員 教育環境の改善ということで、統廃合というのは私は賛成ですので基本的に、

今までのこの審議会の流れの中で、複式学級、複式学級、複式学級になるから駄

目なのだというような意向っていうのが凄くあったような気がするのですよね。

今日配布していただいた資料５を見ると、令和６年のところになると、複式学級

は消えるのですよね。これをそうすると、複式学級だから、複式学級だからって

言い過ぎてきた今までのことを考えると、これは地域住民の方にどういうふうに

説明する予定なのでしょうか。１学級でも人数が少なければ、統廃合がいいって

いうのは、私も納得できるのですけれども、今まであまりに複式学級を言い過ぎ

てきたと、そこへ持ってきて、データ資料に将来そうでなくなるのだとなったら、

この説明の整合性が立たないような気がするのですけれども。 

田口委員 今あの額面どおりに読めば、多分そう読めると思うのですけれども、減った経

緯を踏まえた上で見れば、必ずしもそれが解消されるものではないと思うし、お

そらく、我々保護者として見るならば、不安でしかない要素が多分にあるので、

おそらく解消されるのではなくて、下手したら２学年とか増加のほうにしか私は

見ないので、この資料を見た上で、そのようなご心配事が出るのは特に考えなく

てよろしいのかなと思います。私の資料の読み方からすると、複式は少なくとも

もっと増えるだろうと読む資料になります。それは皆さん読み方の違いだと思い

ますから。 

板橋委員 今の話、私も納得するのですけど、資料３の真ん中のところに、上内小学校の

統廃合等の対応例の上ですね、江面第二小学校では学校統廃合を実施するまでの

期間に限り、市費負担の教員を配置して、複式学級を編制しないって書いてある

のですよね。ということは、令和５年まで複式学級にしなくても済むっていうこ

とになるじゃないですか。だから、こういうところをどういうふうに地域住民の

方に説明したらいいですかと私は提案しているのですけれども。 

議長（西崎会長） 複式学級の場合には、複式学級にしないように市の方で職員を配置するという

ことは、少人数学級ということでは具合が悪いのだと、人数の少ないところでは

教育環境としてあまり望ましくないのだということが、ある程度強調された方が、
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複式学級になるから統廃合するというのではなくて、少人数であると教育環境か

らして、学習面とか生活面とかいろんな面で支障があるから、統廃合しようと言

った方が、本当は望ましいのではないかということですね。 

板橋委員 まさに私会長がおっしゃっていたとおりに、思っていたものですから、ちょっ

とお話させていただきました。 

議長（西崎会長） 確かに、それが表に出すぎてしまったというのは、現実の問題として、江面第

二小の場合も出てきてしまった。要は少人数学級をどうするかの問題だったので

すものね。 

事務局 

（目黒補佐） 

ちょっと、事務局の方から今のお話で補足させていただければと思うのですが、

複式学級の要素も、統廃合のご説明をするなかでお話はしておりますが、まずは

今日のご意見の中にもありましたけれども、小規模校になってしまった学校の課

題ということで、子ども同士の競争の部分とかいろんなお話が出ていたかと思う

のですが、そういった子ども達が切磋琢磨しにくいというような状況など、小規

模校としての課題というのをまずお話をさせていただいていると、その中のひと

つの要素として、複式学級が見込まれるという状況になると、やはり学校の授業

の状況とかいろいろ運営に影響する点も出てまいりますので、そういった早急な

対応が必要だという理由のひとつとして、複式学級の点も説明させていただいて

きたというような状況でございます。そのようなこともございますが、引き続き、

統廃合等の説明については、小規模校の課題ということを、十分に丁寧に説明を

させていただきながら、早い対応が必要なのだということを保護者の皆様とか地

域の皆様にご理解いただきたいという形で進めてまいりたいと思っております。 

議長（西崎会長） 小中学校の統廃合に関する基本的な事項というなかには、複式学級がどうこう

じゃなくて、小規模校を解消するということが基本項目として出ていたわけで、

それを中心にして、この統廃合を考えていこうというのが、基本方針に沿った考

え方です。その中に、たまたま複式学級というのが出てくる。やはりこういうこ

とが起こらないようにしようというので、話が江面の場合もそういうような方向

できていたのですけども。今回はとくに小規模校であるというのは、前から上内

小は統廃合を検討する必要があるというのは、諮問のなかにも出ている。ところ

が、ここで初めて複式というのが起こってしまったからより緊急な対応をしなく

ちゃならないというので話を進めている。複式学級があるからではなくて、小規

模校を解消するためにはどうするかということを前提に考えていく。確かに複式

学級どうこうでやっていくと、教育委員会で職員を配置すればいいじゃないかで

済んでしまう。そうすると、子どもの学力とか生活面、学習環境は改善されてい

ないということになってしまう。それを解消しなければならない。まあ、説明会

の時には複式というのはあまり出さない方がいいのかなという気もしますけれど

も。でも、組織上は複式になってしまうのだから仕方がないですけれども。他に

ございますか。 

中村委員 子どもの数の推移とか、減少から見ますと、どうしても複式学級にならざるを

えませんよね。それは、複式学級の対応については、自治体ごとに、国からの指

示を受けて、複式学級の対応をせざるをえないということで、こういう準備をし
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ていることはいいのではないかなと思います。どちらにしても、子どもの数は、

青葉の件にしても、上内の件にしても、ＵＲの計画はちらほらあるように感じま

すが、そう簡単に１０年くらいで形になるものではないかなと思いますから。最

低でも１０年先のことを見越して、この統廃合については考えていく必要がある

のではないかなと思います。まとまりませんが。 

議長（西崎会長） 児童数の推移、住民等の地域の状況等も考えていきますと、どうも統廃合とい

うことは避けて通れないような状況になっていると。他にございますか。 

松本委員 先ほどからずっと、皆様方のご意見をお伺いしていたのですけれども、結局委

員の皆様としては、上内小学校の現状を踏まえて、統廃合を含めて早急に対応し

なければならない。これは共通理解が出来ていると会長さんもおっしゃっていた

と思うのですけれども。やはりこのままではいけないと、どうにかしてあげなけ

ればいけないと。どうにかしてあげるためには、統合が必要だよということだと

思うのですね。具体的にどうするかという話に持っていかなきゃいけないじゃな

いですか。結局ここに３案出ていますけれども、義務教育学校は魅力的だし、私

もそういう学校が出来るのはうれしいと思いますけど。時期的なものを考えると

鷲宮西中学校に新しい校舎と作っての義務教育学校は難しいと、とすると、残さ

れた案は上内小、鷲宮小のどちらかに行く。先ほど４案はありましたけれども、

まあ、４案は附帯意見として残しておくのでいいと思うのですけれども。具体的

にこれしかないのではないですか。結局、上内小と鷲宮小を統合しましょうと、

統合して、少しでも早い時期に今の上内小の少人数を解消してあげましょうと、

少しでもより多くのお友達と触れ合えるような条件を作ってあげましょうと、で、

どうしましょうというのが話の中心になっていかなくてはならないような気がす

るのですけれども。本当にまた、あと１年、あと１年って遅れられるよりも、も

う答申をして教育委員会にかけてまた１年やって、どんどん伸びちゃいますから

遅れれば遅れるほど。そういう現状を考えれば今私たちがやらなければならない

ことは、上内小の現状をなんとかしなければいけないということで、全員の皆さ

んの意見がまとまっているような気がしましたので、だとしたら具体策をもっと

突き詰めて、といっても、方策は２つしかないからどちらかしかないと思うし、

現状を考えれば私は鷲宮小学校に持っていくのが一番だと思います。そういうこ

とを踏まえると、地域の方の意見もあるでしょう。反対意見もあるでしょう。例

えば、今回４件の反対意見がありましたけれども、学区の見直しということが、

主な反対意見となっておりますから、この学区の見直しについてやりましたけれ

ども、難しいのでご理解いただけませんかということで、行政なりが対応すれば

いいわけであって、審議会の方向性としては、いろんな意見を聞くのも大事です

けれども、具体的にどうしましょうということで進めていただいた方が、私は上

内小の子達にとっては、より良い方向になるのではないかと考えております。以

上です。 

議長（西崎会長） 他にございますか。 

中村委員 私はね、効率の部分とか、成果ですね、それから数値の部分ですね、人口が何

人だから、子どもの数が何人だから、少ないからひとつにすればいいのだろうと
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いうふうな考えには反対です。これまでも学区等審議会では、時間をかけて、回

り道をしながら、夢を持って、ひとつの話を２年も３年もかけて、ようやく江面

第二小学校にたどり着いたわけですよね。いろんな意見を聞いて。だから今回も

松本委員さんのように、それはわかっておりますけれども、いろいろな意見を聞

きながら、石橋を叩いて渡るような気持ちで、これまでの統廃合の江面第二小学

校の話を、次に生かしていくというふうに用心深く進んでいったほうがいいだろ

うというふうに考えます。 

議長（西崎会長） いろいろな地域の方のご意見をお伺いし、それらに対応できるような方策を考

えながら統廃合は進めていくことということですね。 

斉藤委員 江面さんの件も、私最初に入ったときに何も方針がなかったじゃないですか。

実際。なんでみんな急いだかというと、子ども達のために考えて急いだのですよ

ね。またそのふりだしに戻すようなことだと思うのですけれども。今現状５人な

のですよ。その５人の状態で児童たちがどう思っているかって。保護者たちがど

う思っているかって。ちょっと言葉悪いでしょうけど。多分５人になったという

のは、やはりこれじゃだめだと思ったから他の小学校に移った人たちが半分いた

わけですよね。それを考えるとそんな悠長なことは私言っていられないと思いま

す。６年間ずっと５人なんて、保護者としても、児童としても嫌ですよ、絶対。

どう考えたって運動会５人なんて絶対嫌ですよ。言っているじゃないですか、だ

って久喜のところに行ったときにびっくりしたって。本当にそうですよ、５人し

かの教育なんて甘くなっちゃうか、先生の采配だけになっちゃうと思います。厳

しい先生だったら凄い児童になるし、こんなことは教育としてはおかしいと思い

ます。うち６００人の学校ですけど、やっぱり６００人の学校の子たち、悪い子

もいればいい子もいて、そういう中でちゃんと育っていくから、社会にも適応で

きるし、中学校にいって、基本的に少ない学校の例ですと、中学校に行くと適応

できない子が多いのです、今。いきなり中学校にいって、２クラスになって、５

人の子が。お友達急に増えて。ピカピカの１年生と一緒になっちゃう感じですよ

ね。そして思春期を迎えたときに行けない子がどんどん増えちゃうのですよ。だ

から、そういうことを考えたりすると、ここで、議論、議論なんて言っている場

合じゃなくて、それだったら子ども達の意見も聞いてみたらどうですか、前も言

っていますけど、教育委員会のほうで。５人で本当にいいのって。こんな運動会

で楽しいのって。 

儀仁委員 子ども達に危機感はないと思います。馴染み過ぎて。親の方が凄いと思います。 

斉藤委員 そうでしょうね、でも親の方は私が保護者だったら、５人だったらちょっとな

って思います。修学旅行に行くのに５人じゃちょっと寂しいですよ。バスで行く

よりはアルファードで行く事になっちゃいますからね。 

儀仁委員 修学旅行と林間学校が交互になってしまうというのを、今学校自体が検討して

います。 

斉藤委員 そんなことになってしまうのでは、普通の小学校生活ではなくなってしまいま

すよね。 
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田口委員 先ほど、中村委員の方からあった熟議するというのは、我々の当然の義務だと

思うのですが、今回状況が、皆さんお住まいの環境とかを考えると、江面さんの

場合には、おそらく地域に根ざした方々が２世代３世代に渡って、お子様を育て

ている環境。人数が少ないから動けるというフットワークがあるなしで言えば、

ない環境です。上内さんに関しては、ＵＲの機構のなかに皆さん住まれている方

なので、動こうと思えば簡単に動けますので。私何度も言っていますけど、懸念

しているのは、その数字通りに動かなく、もっともっと少なくなってくることの

方が考えたらありえる話ではないのかなというところがあるので、これはもう本

当に可及的速やかに指針を提示するのが、我々の仕事になるのかなと思います。

まあ、実際江二小から江一小に移ったという私の知人も実はいまして、それもま

たレアなケースだと思いますが、そういった部分からすれば、実際の今後のこと

を考えるならば、もちろん熟議するのは当然のことなのですが、まずありきとい

う部分のところは、おそらく皆さん心の中で思っている話ですので、それを前面

に出した、こういった話が進んでいるということをお示しして、皆さん、保護者

もしくは地域住民の方の不安を解消するためにも、まず進めますというのは大前

提でお話していくべきだと思います。私どもがＰＴＡを代表して来ていますと、

どうなのどうなのと聞かれたときの回答として、うん、熟議しているよ、話し合

っているよというような返答しか出来ないので。進めているという回答が出来る

ような環境、進めるというのをまずひとつの形にしたうえで、中身を熟議してい

くのをご提示させていただくように、お願いしたいと思っております。 

議長（西崎会長） もし、なければ時間的に終わりますので、この辺でまとめてよろしいでしょう

か。今後の進め方について、いろいろご意見いただいたわけなのですが、子ども

達の学習環境を考えたときに、このままの状況でいく事は望ましくない。だから、

いずれにしても統廃合を行う。その行う場合には、現状案として、上内小と鷲宮

小で統廃合するということになれば、上内小よりは鷲宮小への統廃合という形の

方が望ましいだろう。で、附帯事項として、今後新たに西中まで考えて、義務教

育学校という方向も考えていくと。それは、すぐには出来ませんから、出来てか

ら統廃合しようというのでは、子どもの学習環境というものは今でも悪くなって

おりますので、早めに統廃合は考えていく。統廃合するにあたって、保護者、地

域住民等にご理解していただくよう努力をしていくと、そういう形で今後進めて

いくという事でよろしいでしょうか。 

 ＜よろしくお願いしますとの声あり＞ 

議長（西崎会長） 一応今日はそういう内容でまとめて、今後の審議に今のご意見を参考にしなが

ら、計画を立てて頂ければと思います。 

高田委員 すいません、いいですか。私は上内小についての今後の進め方については、皆

さんに賛成なのですが、今回上内小については、個人的には非常に唐突にね。来

年複式になるから統廃合を考えなければならないって出てきて、なおかつ複式と

いうのが人質に取られたような形で、実際は少人数になっているので統廃合をし

ましょうというのが、多分本来だったと思うのですけれども。それからすると、

こういった来年になるとこうなるのだからというのが、今後も出てくる可能性が
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あると思うので、例えば小林小については、去年頂いている児童数の推移により

ますと、２０２１年、再来年には複式学級が出ると言われているのですけれども、

これについても複式うんぬんもさることながら、児童数が減っているということ

を考えて、現段階から教育委員会では例えば今年の５月の児童数を把握している

と思いますので、お示しいただくと同時に、小林小についても、どうやっていく

のかということを、５年１０年先を考えていかなければならない話ですので、お

調べいただいて審議を進めていく必要があると思いますと、そういったことを私

は申し上げたい。 

議長（西崎会長） 小林小についても、前回すこしお話が出て、少人数の解消ということの対象と

なっているので、それも進めていかなければならないというのは、答申のなかに

もあったのですが、それらについての資料も提出していただければということで

すね。折原委員さん。 

折原委員 審議会の委員の任期が１期２年ということで、今年の８月くらいに切れると思

います。そういうことを考えたときに、今後の審議会のメンバーさんが、また８

月でかなりの方が変わられると思うのですよ、公募の方とかね。そうすると、審

議会としての意向というか方向性をある程度確認して欲しいということなので

す。先ほど斉藤委員さんがおっしゃったように、緊急に統廃合といいますか、鷲

宮と上内がまずくっついて、将来、義務教育学校を考えるというので、今後進め

ていくのかどうか、それ確認して欲しいなと思うのですけれども。さっき西崎先

生はそういうお話をされたように思ったのですけれども、そういう方向でいいの

ですか。 

議長（西崎会長） 審議会は８月で一応終わりになってしまう、新たに審議委員というのが決まっ

て、そのなかで、今話し合われたものを継続して審議されていくというのは、当

然、事務局の方でお考えになっていると思いますが、その引継ぎみたいな内容と

して、先ほど申し上げました、小規模校の学校を何とか教育環境を最善の場にし

ようというので、統廃合はしていこうと。鷲宮小を中心にして考えられるだろう

という内容。小中学校を一貫して考えるのであれば、西中に学校を作って義務教

育学校にするというような内容については、新しい審議委員の方たちにも同じよ

うな方向性を持って審議していただくように、事務局には配慮していただければ

と思います。折原委員さんよろしいですか。 

折原委員 私はそういうふうに感じます。メンバーが変わると、また始めからやりなおし

ということになるので、継続性を持って審議会がいくということでまずひとつ。

それから第２点は、今回の鷲宮小学校と上内小学校をまず統廃合する期限という

か、それも２年以内とか３年程度とか、もうかなり切迫している状況に見えるの

で、早めに提示していただきたい。行政の立場から、例えば２年以内には、令和

３年には統廃合するとかそういう明示が欲しいなと思うのですけれども。それは

委員会で決めることなのか、行政で決めることなのかわかりませんけれども。 

議長（西崎会長） もう一回６月に開かれる予定があるようですので、最終回にはその辺のところ

までは、いつ頃までというのは、話が出てくるかもしれませんけれども。現状の

ところでは早急にというとこで話をするまでで。 
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事務局 

（目黒補佐） 

時期のお話が今出たのですけれども、今日も例示させていただいたように、統

合する場合の方向性というのが、まだ検討中だったということもあって、この枠

組みによって準備にかかる期間というものに差がありますから、今回時期のこと

については何も触れていないというような状況でございます。本日皆様から子ど

も達の状況を大変ご心配を頂いて、少しでも早い対応が必要だという貴重なご意

見をいただきまして、そういった中で、進め方の部分なのですけれども、まずは、

保護者の皆様、地域の皆様がこの枠組みとしてどういう形がいいかっていうのも

踏まえておく必要もあるのかなと思っておりまして、その辺の意見も聞かせてい

ただいた上で、ある程度そういうのを踏まえた形で、どういう進め方でいつにす

るのかというのを検討してまいりたいと考えております。 

中村委員 今日の件とですね、それから小林小学校と菖蒲南中学校の件が残っております

ので、もう一回本メンバーで設けていただけるとありがたいなと思います。 

議長（西崎会長） これは６月頃を予定していますか。 

事務局 

（目黒補佐） 

今ちょっとお話がありましたけれども、菖蒲南中の件も喫緊の状況ということ

で変わっておりませんので、今のところはまだ予定なのですが、６月の下旬から

７月の上旬くらいの間にかけて、次回を検討してまいりたいと。その中で、次回

は菖蒲南中の件の話も主になってくるのかなと思っているのですけれども、任期

の間にですね、少なくとも２回程度、進捗によっては、それ以上もあるかと思う

のですが、予定の方は今後組み立てていきたいと思います。 

中村委員 事務局さんの方では、地域の意見を聞きながら計画的に意図的にきちんと進め

ていっているなと評価したいと思います。 

議長（西崎会長） それでは今日話し合いをいたしました今後の統廃合等については、今話し合い

に出てきた方向で、事務局の方でまた考えていただければと思います。 

もしなければここで議長の職を解かせていただければと思います。 

ご協力ありがとうございました。 

 ４．その他 

司会 

（森下主幹） 

会長、ありがとうございました。 

次にその他でございます。事務局より事務連絡を申し上げます。 

先ほどもございましたが、今後の予定でございますが、次回の会議の日程につ

きましては、現在のところ６月下旬から７月上旬の時期を目途に開催したいと考

えております。また、統廃合等の検討に関する説明会の日程につきましても、 

今後、開催日が決定いたしましたら、委員の皆様にもご案内申し上げます。 

今後の予定について、ご質問等はございますか。 

 ５．閉会 

司会 

（森下主幹） 

委員の皆様におかれましては、慎重なご審議をいただきまして、ありがとうご

ざいました。 

それでは、閉会にあたりまして、金子副会長からごあいさつをいただきたいと

存じます。金子副会長、よろしくお願いいたします。 



23 

金子副会長 本日も委員の皆様方から、それぞれの立場から大変貴重なご意見をいただきまし

た。上内小学校につきましても、統廃合というような線でご意見いただいたのか

なと思いますけれども、学校を預かる私ども校長としては、極端な小規模化とい

うのは、どうしても学校運営上、あるいは子ども達にも、小規模校のメリットを

生かしながらも限度があるというのは感じております。一刻も早い対応をしてあ

げることが、この審議会の役割なのかなということも感じております。次回６月

下旬等にあるとのことでしたが、また委員の皆様には貴重なご意見をいただけれ

ばと思います。本日は長時間にわたりありがとうございました。 

司会 

（森下主幹） 

副会長、ありがとうございました。 

以上をもちまして、令和元年度第１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。 

令和元年６月１０日 

会 長  西 崎 道 喜 
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