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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、１２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１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 改めましておはようございます。今年の梅雨は曇りの日が多くて、太陽が見え

るのがほんの数時間、やっと昨日夏らしい青空を見る事が出来ました。青空を見

る事によって、これで子ども達も夏休みが無事に過ごせるかなということを感じ

ました。でも、話によると場合によっては冷夏という寒い夏になる可能性がある

とありましたけれども、いずれにしても、子ども達が夏休みを楽しく過ごすとい

うのが、明日終業式で２０日から始まるということで、子どもは大変期待を持っ

て生活を送るのではないかなと、送ってもらいたいなと気持ちを持っているわけ

でございます。また、本日はお忙しいなか、第２回の学区等審議会を開催したと

ころ、お集まりいただきありがとうございます。内容等については、今まで審議

してきた菖蒲南中学校、上内小学校等の統廃合等に関わる内容で、何回か続けて

審議しておりますので、今までの経過等も踏まえながら今日はお互いに率直なご

意見を頂いてこの会を締めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ３ 議事 

司会 

（森下主幹） 

ありがとうございました。 

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、名簿順で折原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、本日の議題は「市立小・中学校の統

廃合等の検討について」でありますが、１つ目に、菖蒲南中学校の関係、２つ目

に、上内小学校の関係ということで進めさせていただきます。それでは、菖蒲南
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中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） 

学務課の目黒でございます。 

はじめに、資料１をご覧ください。 

６月６日から６月２２日にかけて、菖蒲南中学校区の３校の保護者を対象に、

統合した場合の対応策の案について意見交換を行うため、意見交換会を開催いた

しました。 

意見交換会で配布した資料につきましては、参考資料１として配布いたしまし

た、説明会資料のたたき台を提示し、内容についてのご意見をいただいたもので

ございます。 

それでは、意見交換会の内容でございますが、６月６日に栢間小学校で開催し

たところ、７人の保護者がご参加くださいました。 

主なご意見といたしましては、統合後の制服等に関することで、来年から中学

生になる、現在の小学６年生から新しい制服に切り替えられないかというご意見

がありました。 

また、統合の時期を見直したことについて、中学２年生のときに統合という形

になってしまったというご意見、再び統合時期の延期をすることがあるのかとい

うご意見などがございました。 

そのほか、栢間小学校の保護者から強く要望のあったスクールバスの運行につ

いて、具体的な経路や乗降場所などの案を提示したところ、乗降場所までの移動

手段や、バスを待っている間の安全確保に関するご意見、対象の生徒が全てバス

に乗車できるのかというご意見などがございました。 

次に、６月１８日に菖蒲南中学校で開催を予定しておりましたが、当日、保護

者の参加がなかったため、実施できなかったところでございます。 

次に、６月２２日に小林小学校の土曜授業の際に開催したところ、２９人の保

護者がご参加くださいました。 

主なご意見といたしましては、通学路の安全対策に関して、統合までに信号機

の設置や交差点の改良が間に合うのかというご意見、安全対策を行ってから、統

合の方向性を決めるべきだというご意見、朝の通勤・通学時間帯など、交通量の

多い時に現地の状況を確認するべきだというご意見、保護者の立場になって検討

するべきだというご意見などがございました。 

また、部活動の関係で、統合前に菖蒲中学校の部活動に加入できないのは、合

同活動を行っていくという説明と矛盾していないのかというご意見、土日だけで

も、菖蒲中学校の部活動に参加できないのかというご意見がございました。 

そのほか、小林小学校の小規模化も進んでいる中で、小学校の統廃合等の検討

は行わないのかというご意見もございました。 

続きまして、資料２をご覧ください。 

６月２４日から７月５日にかけて、菖蒲地区の各小学校で保護者懇談会が実施

されましたので、その機会に説明会を開催してまいりました。 

なお、中学校につきましても、７月１０日に菖蒲南中学校、７月１３日に菖蒲

中学校で保護者懇談会が実施されましたので、その機会に説明会を開催しており

ますが、報告書については調整中でございます。 
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これら説明会で使用した資料につきましては、６月の意見交換会の中でいただ

いたご意見を参考に資料の見直しを行い、委員の皆様に配布している参考資料１

のとおりとなったものでございます。 

それでは、説明会の内容でございますが、６月２４日及び２５日に菖蒲東小学

校で開催したところ、２日間を合計して２人の保護者がご参加くださいました。 

主なご意見といたしましては、統合の方針はどのように決定していくのかとい

うご質問があり、今後、保護者等から一定のご理解をいただけた段階で、当審議

会からの答申を得たうえで、教育委員会としての方針を決定するとご説明したと

ころでございます。 

次に、６月２６日に栢間小学校で開催したところ、２０人の保護者がご参加く

ださいました。 

主なご意見といたしましては、菖蒲中学校区内でも説明を行っているのかとい

うご質問、菖蒲地区の全体で説明会を行わないのかというご意見、学用品の買い

替えに体操着など、服装の関係も含まれるのかというご質問、制服等を統一する

考えについて、菖蒲中学校区の方は知っているのかというご質問などがございま

した。 

そのほか、統合の方向性を決定した後の動きとして、新校設立準備委員会の内

容や構成に関するご質問もございました。 

次に、７月２日に菖蒲小学校で開催したところ、１１人の保護者がご参加くだ

さいました。 

主なご意見といたしましては、新校設立準備委員会や統合の方針の決定に関す

るご質問のほか、制服等の切り替えなど、その方向性については、なるべく早く

決定して移行期間を十分に設けてほしいというご意見がございました。 

次に、７月２日及び３日に三箇小学校で開催したところ、２日間を合計して２

６人の保護者がご参加くださいました。 

主なご意見といたしましては、上の子どもの制服等を下の子どもに使いまわし

たいが、それはできなくなるのかというご質問や、スクールバスについて、菖蒲

中学校区でも中学校まで通学距離が長い子どももいるので、そうした生徒への対

応はないのかというご意見などがございました。 

次に、７月４日及び５日に小林小学校で開催したところ、２日間を合計して７

５人の保護者がご参加くださいました。 

主なご意見といたしましては、菖蒲中学校だけに設置されている部活動に入れ

ないのかというご質問、統合後には、現在の菖蒲南中学校の制服等は着られない

のかというご質問、統合前に菖蒲中学校の制服等に統一するのはおかしいという

ご意見、指定校外就学に関するご質問やご意見などがございました。 

また、子どもたちを対象としたアンケートの内容や実施時期に関するご質問、

子どもたちに説明する機会や意見を聞く機会を設けるべきといったご意見もござ

いました。 

そのほか、報告書には記録しておりませんが、説明会の終了後に、６年生の保

護者から学級編制に関するご意見があり、統合時の中学３年生については、受験

等への影響が懸念されるため、統合の際には菖蒲南中学校出身の生徒だけでクラ
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スを編制してほしい、それに対応できないなら、統合には反対である、という強

い要望がございました。 

ここまでご説明した、保護者のご意見の内容を総括いたしますと、特に多かっ

たのが、統合後の通学路の安全確保に関するご意見や、制服等の服装の取扱いに

関するご意見で、これらの対応について、さらにご理解をいただけるよう、検討

を進める必要があると考えております。 

また、学級編制の点についても、具体的な要望が示されたことから、今後の対

応について、回答する必要があると考えております。 

そのほか、統合時期の案を見直したこともあり、今後、どのように、いつごろ

統合の方向性が決定されるのか、というご意見もございましたので、引き続き丁

寧な説明に努めながら、なるべく早い段階で保護者等から一定のご理解を得られ

るよう、対応してまいりたいと考えております。 

菖蒲南中学校の関係につきましては、以上となります。 

議長（西崎会長） 事前に資料を皆さまに配布しておりますので、内容等については、一応目を通

していただいていると思います。 

ただいま、事務局から菖蒲南中学校の統廃合等の検討に関する意見交換会と説

明会についての報告をいただいたわけですけれども、菖蒲南中の関係について保

護者や地域住民から様々な意見が出てきているようです。統合した後の対応につ

いて具体的な検討を求める意見というのが結構ありますね。制服とか学級の編制

とか色々なことが出ているのですけれども。今後の説明等に要する期間や、統合

に向けた準備期間を確保するため、事務局において、統合時期の案を2022年、令

和４年４月と見直しているところです。 

いつ統合するかというのを、一回決めたものを１年延期するということは、保

護者にとって大変色々な問題が起こるというご意見もあったようですので、時期

というのもある程度見通しを持って決めていく必要があると。 

そのようなご意見を踏まえ、参考資料１のとおり、事務局で具体的な統合後の

対応案を示しながら、保護者から意見を伺ったとのことであります。 

この報告書の内容を参考にしながら、菖蒲南中学校の統廃合等の検討について、

委員の皆さんからご意見をいただきたいと思います。 

今まで検討してまいりました方向として、統廃合することの良さというものは、

だいぶ強調されてきている。ご意見をいただきながら保護者の方にもある程度理

解をしてきているということは見受けられるのですが、ここで改めて皆さんから

統廃合等についてのご意見をいただければと。委員の皆さんはこの次までとなる

と任期切れになる可能性があるので、一応この辺でご意見をまとめておくことも

必要なのかなという気もするわけです。 

高田委員 前回の菖蒲南中学校と菖蒲中学校の統合の時の資料では、アンケートの結果、

半数近くの保護者から反対がありましたと。なおかつ、５・６年生で新しい統合

後の中学校で２・３年生になる生徒の保護者から約６割の反対があったというこ

となのですが、そういうことも含めて、２０２１年４月から２０２２年４月に１

年先延ばしにする案を今回説明されたということなのですが、具体的に色々な話

をされているのですが、方向性として９月末までに決定したい方向にあるように
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見えるのですけれども、保護者から統合について、賛成、反対というアンケート

を改めて取る予定はありますかということですね。その数字を見て、相変わらず

反対が多いようであっても、９月というラインを引いて決定させる予定なのです

かということですね。今回そのアンケートが一切話題になってないので、確か審

議会のなかでも反対が多くてこのままで出来るのかと委員からもそういう意見が

あったと思うのですが。 

事務局 

（目黒補佐） 

今のご質問について、事務局よりご説明させていただきます。まずアンケート

の関係については、ご質問があったとおり、審議会の方でも今後の判断材料とし

て必要というご意見をいただいておりましたので、今後アンケートを取ってまい

りたいと考えております。現在の説明会は、まだその過程の段階ということでご

理解いただければと思うのですが、今回の説明会等で一番目的としてやらせてい

ただいたのは、昨年度反対の理由として、統合後の具体的な対応について不明確

だというご意見が非常に多かった。それが、反対に繋がっていたと捉えておりま

したことから、実際にどのように対応が出来るのかという案をお示ししながらご

理解を深めていただく検討期間が必要であろうということもあって、時期の見直

しをしたという経過でございます。そのため、統合後の対応についてご理解をい

ただくということを主眼として今回は説明してきたと、その中でまだ色々保護者

からその他のご意見が出ているということもございまして、そういった意見交換

は引き続きやってまいりたいと思っております。そうした中で、ある程度先の見

通しというか不安が解消されてきたというような声が聞こえてまいりましたらア

ンケートを実施させていただいて、状況を把握したいと。それを審議会にもお示

ししたいと考えております。 

議長（西崎会長） 前回の、江面の小学校の関係を見ても、反対という意味の中身を考えると、統

廃合後の内容が結構問題になって、反対者が増えた。今日の説明の中にも結構あ

るのは、制服はどうする、通学の方法はどうする、安全はどうするということが

問題になって、場合によっては反対しますよという動きがある。これは、江面の

時もそういう動きがあった。今回はそういうことも考えて、保護者に説明会等で

色々意見を聞きながら、反対者の意見も吸い上げて、それらの内容等については

準備委員会で十分検討出来るのだというあたりを説明しながら、最終的にはアン

ケートで、保護者や地域の方の意見をまとめていきたいと。現在は、アンケート

をやる方向にはある。しかし、今回ではなくて最終アンケートをやるまでに十分

説明していきたいという事務局の考えというわけですね。 

高田委員 アンケートの結果で、非常に反対が多かったのは、統合時に２年生と３年生に

なる子どもの保護者だったと思うのですね。その方々は、子どもの進学とか受験

に不安があると私は理解したのですが、今回色々議論出ているのは、制服の問題

だとか、通学時のスクールバスの安全等とか、それは非常に大事なのですが。そ

のような事が議論されていますが、先ほど、事務局の方から説明のあった菖蒲南

中学校の生徒だけを１つの学級にしてもらえないかと意見が出ていたことについ

てあまり明確な回答もなかったのですが。要は、統合の時に３年生となる子ども

の保護者にとっては、受験というのは、非常に心配、不安だと思うのですがね。
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そこのところについて、教育委員会ではどうするのか説明がなされていないので

はないかと思うのですけれど。１年遅れさせたからといって、このようにするか

ら受験上の問題がありませんよとか、カウンセラーをつけて生徒の不安がないよ

うにやっていきますとか、そういったところを先ほどの話で、準備委員会に先立

って統合後のあり方をどうするか説明していますということなのですけれども。

では、受験生とか２年生とか中学校で多感な時期に影響があるだろうと思われる

統廃合で、どうすれば、受験生に不安を与えないような統合が出来るのだという

ことですね。１年遅くしても結局３年生になる子どもの保護者は同じように不安

だと思うのですね。非常に重要なことだと思うのですが、そこに対する説明がさ

れていないように思うのですけれどもいかがなのでしょうか。 

事務局 

（目黒補佐） 

 これまでの説明のなかでは、参考資料１で申し上げますと、参考資料１の中の

資料１の裏側になりますが、真ん中から下の方の部分が、子どもへの環境変化に

対する対応、それから学級編制の点、その他評価・評定の関係等の対応について、

大枠ですけれども考え方ということでお示ししてきたところです。そのようなな

かで、委員さんからご意見いただいたとおり、さらに安心するためには、もう少

し具体的な内容の意見交換や説明が必要なのであろうと私どもも捉えているとこ

ろです。今後も、小学５年生、６年生といった、これから統合時に中学２年生、

３年生となる学年の保護者を対象としまして、意見交換の機会を持っていきたい

と。そういったなかで、こういう対応が出来ますとか、こういう部分については

保護者のご協力も頂きながらより良くしていきましょうというように対話を深め

てご理解を図ってまいりたいと考えております。 

先ほど、ご質問がありましたが、９月末の方針の決定の時期という点について

ですが、あくまでなるべく早く決定をして、準備期間を長くとりたいというよう

なこともあって、１つの案としてご案内をしてきたところなのですが、まだまだ

このようなご意見がある中では、実際９月末までの方針の決定というのは時間的

にも無理があると考えております。そこは、ただ急いで進めるということではな

くて、十分ご理解を図ったうえで進めていくと考えているところでございます。 

議長（西崎会長） 保護者の意見の中には、やはり５・６年生、今の６年生が丁度高校入試に係る。

その辺のところを、だいぶ気にしているというのが意見交換のなかには沢山出て

いるのですね。その対応をどのようにするのかということも今後大きな課題にな

ってくる。それに対して、十分な配慮をするというのをもう少し検討しなければ

ならないだろうというような説明であります。他にございますか。 

中村委員 組織的な重大案件に取り組むには、ある程度目標の日数とか日にちを決めると

いうのは当然のことであるでしょうけれども、これは非常に敏感な部分ですので、

今しがた隣の委員さんがおっしゃったように、あまり９月というやつを度々踏み

込まない方が地域の方にとっては先が見やすいかなと思うのですね。ある程度の

日数とか段階とかは必要でしょうけれども。それがひとつと、菖蒲南中学校の保

護者対象の意見交換会に参加者が０人だったということに事務局としてはどのよ

うに捉えているのかお聞きしたいと思っているのですけれども。 



7 

事務局 

（目黒補佐） 

６月１８日の菖蒲南中学校における意見交換会の予定についてですが、実際こ

の日は学校の方で保護者が集まる行事は予定されていないところで、こちらの方

で特設的に設けさせていただいたという経過でございます。また、菖蒲南中学校

の在校生の保護者につきましては、実は令和４年４月の統合となると、皆さん卒

業されて直接統合に子どもがかかわらないというところがございまして、下に小

学生のお子さんがいらっしゃればかかわるようなこともありますが、中学生のお

子さんだけだとかかわらないという状況でございました。また、小学校の方でも

同じように意見交換会を実施しているということもございまして、やはり関係小

学校に比べますと、中学校の方では出席に対する意識と言いますか、ここで出席

しなければいけないというような必要性があまり広がらなかったのかなというよ

うに感じております。その結果が０人というように理解しているところです。 

中村委員 自分の子どもとか、保護者に直接かかわりないことには、参加しようとしない

というのは、久喜市だけでなく他の地域も日本全国で言える事なのですが、ちょ

っと私としては、こうした状況が地域の発展に繋がるのかなということで、残念

だなと思って発言をいたしました。以上です。 

板橋委員 今の件、私も思っていたのですけれども、今事務局からの説明にあった状況を

事務局でお考えであったにもかかわらず、開いたということはどういうことなの

でしょうか。例えば、日を変えるとか時間を変えるとかお考えにならなかったの

でしょうか。 

事務局 

（目黒補佐） 

６月の意見交換会につきましては、資料２でご説明した、その後の保護者懇談

会の日程が分かっておりましたので、その中で説明する内容をもう少し見直すた

めに事前に会を開くという趣旨で開催したものでございます。時期としては、６

月中旬前後に開催しないと間に合わないというところもございまして、保護者の

方が集まりやすい日程の確保というのが、なかなか困難な部分もございました。

そのような中で開催した結果、このような形になってしまったのは、今後の開催

の方法として、見直すべきところであると考えております。 

議長（西崎会長） よろしいでしょうか。住民のものの考え方というのは、自分を中心に物事を処

理するというのが、どこのところでも見受けられるところで、自分に関係ないも

のは、あまり参加したくないというそんな動きが見えたということで。それは、

何とかしなければならない、久喜市全体で考えなければならないものかもしれま

せん。 

鈴木委員 これどっちをどうするかって、決める期限を設けるべきなのではないかと私は

思います。少なからず私たちは任期があるなかで、何回かに渡って議論をしてき

たわけです。その中で、結論をずっと伸ばすというのは、責任としてあるべきで

はないと思いますし、毎回毎回費用だってかかっているはずなのに、それで結論

も出せないなんていうのは、私は税金泥棒みたいで嫌なのですけれども。アンケ

ートがいつ出して、いつ帰ってくるかという期限もあるかと思いますが、期限を

決めないでこの会議を永遠に開いていくというのは、私は委員として反対です。

以上です。 
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議長（西崎会長） 物事を進めるときには、意見がまとまらないからずっと伸ばしていくというこ

とは、会議の性格的にはあまり望ましくないのではないか、会議を開いた以上は

ある程度の結論を導き出すということも大事なことじゃないかというご意見。確

かに、長々いつまで経ってもまとまらないということでは、示しがつかないとい

うか、委員としての責任というのもまた考えなくてはならないというようなこと

もあるようですね。他にございますか。 

中村委員 具体的に事務局さんの方から話がありましたけれども、ある程度弾力性を持っ

た９月という提案じゃなかったかなというふうに思ったのですけれども。遅くま

で伸ばしたとしても、何月くらいまで伸ばすことが出来るのでしょうか。今７月

なのですよね。もう７月も終わるのですけれども。ということは、今日最終的に

お答えを答申していかなくてはならないのかなという気持ちもあるのですけれど

もいかがでしょうか。 

事務局 

（目黒補佐） 

令和４年、２０２２年４月に統合する場合の準備期間、少なくとも必要な期間

というものを見込んで、逆算して考えますと、こちらの審議会の答申は今年中、

１２月末までにお話を固める必要があると考えております。今そういった過程の

なかで、保護者の方へのご理解を深めるための対応というのが必要な部分も見え

ておりますので、それを早急にさせていただくと。今後、夏休みが終わって、２

学期になりますが、その際に保護者の皆さまにアンケートを取らせて頂く。そう

いった結果を踏まえて、最終的に審議会の皆さまの答申を頂くというような流れ

になってくるのかなと想定しておるところです。 

議長（西崎会長） 最終的に、２０２２年、令和４年４月に統廃合が進められるというのを元にす

ると、後の準備期間も含めて、今年の１２月末くらいまでにはある程度の結論を

出していかなくてはならないだろうと。そういう中で、今日は７月ですから、あ

る程度の線を出して、委員の皆さんの任期は８月２１日までですから、次の方に

バトンタッチが行われる。それまでに、今回が最終回になると思うのですが、あ

る程度の方向性を出して次の方に審議をお願いしたいということで、まずここで

は、統廃合について、時期が令和４年４月ということでよろしいでしょうか。 

 ＜はい。との声あり＞ 

議長（西崎会長） それに向けて、今までずっと話し合いをしてきた時点で、保護者のなかに出て

きて今問題になっているようなのが、丁度進学に当たる小学６年生の子ども達の

対応をどうするかというのが大きな問題として出てくる。あと、通学方法とか安

全確保とか服装等についてはご意見があるけれども、準備委員会のなかで、解決

出来る内容である。バスも計画どおり実施するということは保護者も承知済み。

制服等の問題が一部から出ている、小学６年生の問題、いわゆる進路、統合にな

ったときに進学をせざるをえない。この辺の問題が浮き上がるということですね。 

中村委員 ここ数年の子ども達の数を見ますとね、３０年前に比べると約半数に減ってい

るのですよね。ですから、行政の責任としては、将来を見据えた教育行政という

ものを採らざるを得ない。そうしないとあまりにも無責任になってしまいます。

そこで言いますと、今、目標の年度が出たわけですから、やはり方向性としては、



9 

この辺で統合すべきだと私は思っています。 

板橋委員 資料１の２ページのところの上から２行目のところで、学校統廃合等の検討を

進めることを至上命題として取り組んでおりと、今までに無く明確な意見を教育

委員会が出しているなと私はここで読みました。同じように参考資料１の資料１

の上から２行目では、菖蒲南中学校と菖蒲中学校を統合する場合の対応策という

言葉が入っておりますよね。至上命題として取り組んでいくのだったら、別に場

合なんて書かずに、こういう方向なのです。こういう方向で考えているのですと

いう言葉の方が、受ける側としたら、なるほど統廃合は、ほとんどそちらの方向

でいくのだな、では、こういうふうに。というように考えるのではないでしょう

か。資料の方針案のところで、場合はなんて言葉が入ってくると、じゃあ統廃合

をしないなんて事もあるのかなと普通考えてくる。統廃合しないということが、

もしかなりの割合であるのなら、じゃあこういうようなことも言おう、ああいう

ようなことも言おうといったマイナスの面が出てくるのではないかと私は思うの

ですよね。前のところで、至上命題というような強い言葉を使っている以上は、

こちらも統廃合する関係でこういうふうに考えているのですけど。といったよう

な打ち出し方のほうが、あと２ヶ月くらいでまとめるのだとすると私は良いと思

いますがいかがでしょうか。 

議長（西崎会長） これは、参考資料１の資料１の上から２行目のとこですかね。 

板橋委員 はい、参考資料１の資料１の上から２行目ですね。菖蒲南中学校と菖蒲中学校

を統合する場合の対応策というふうに書いてあるので、この場合を入れた意味と

いうのはどういう事なのかなと思ったのです。前の言葉があまりにも強くて、こ

この言葉があまりにも腰が引けているという、その違いというのが、あまりにも

大きな差になっているかなと。私自身も審議会の方でも、統廃合については、賛

成する方向で動いていると思っておりますので、であるならば、場合の対応策で

はなくて、こういう方向に考えていますというように示していった方が良いので

はないかというのが私の提案です。 

事務局 

（目黒補佐） 

ご意見ありがとうございます。配布している資料の方で、保護者の方にお配り

している資料の中では、「統合した場合」というような形で、「場合」という言

葉を付けております。それは、あくまでも検討段階でご意見を伺っているという

スタンスのなかで、「統合する」というような明確な言い方であると、保護者や

地域の意見にかかわらず、教育委員会で決定してしまったのではないかという捉

え方をされる場合も考えられます。そういったことに配慮して、お配りする資料

としては、「統合した場合」というような表現を使ってきているところです。先

ほど、資料１の２ページ目の「至上命題」という言葉がございましたが、その辺

は保護者のご質問のやり取りのなかで、中身としては、結局時期が１年延びたと

いうことで、反対があればいつまでも延期されていくのか、やらないというよう

な事もあるのかというような趣旨のご質問だったかと思います。それに対しまし

て、こちらのご説明としても、中学校の現状を考えると、これ以上の先延ばし、

今の状況のままでいるという事は、子どもの教育環境として大変問題があるとい

う点で、こちらの熱意といいますか、考えをお伝えするために、「至上命題」と
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いう言葉で答えさせていただいたところです。 

議長（西崎会長） 色々な配慮がされてきているということですね。 

鈴木委員 このメンバーで会議をするのは、今日で最後でしょうか。それとももう一回あ

るのでしょうか。 

事務局 

（目黒補佐） 

事務局として、今後のスケジュールを申し上げると、審議会としての最終的な

ご意見としてまとめていただくためには、以前からご意見いただいていたアンケ

ートの結果などの材料が必要になると考えております。そういった点からいくと、

残りの任期１ヶ月ちょっとということで、そこまでお示しするのは時間的に厳し

い状況にあるのが現状でございます。そのようなこともございまして、今の任期

の皆さまには今回が最後というような形で、次回の会議については、次の任期の

方にバトンタッチをして、その時に、今までご審議いただいた内容を引き継ぎと

いうか、経過についての内容を速やかにご説明させていただいて、考え方や審議

状況が遅延しないような進め方をしてまいりたいと考えております。 

鈴木委員 この任期のうちに、結論が出せなかったことについて私は非常に申し訳ない気

持ちでおります。先ほど、中村委員さんがおっしゃいましたけれども、最後に次

の委員さんに、せめて責任を果たすために、私もこの時点までの資料を拝見させ

て頂いて、統合については賛成という意見を残させていただければと思います。

以上です。 

議長（西崎会長） 一応、この会が最後ということですが、最後だからこそ、ここで方向性をきち

っと決めて、次の委員さん方がすぐにそれに答えられるような形にしておきたい。

その間、保護者等と意見交換や説明等を行い、最終的なアンケートを取って、こ

こで話し合った内容とを合わせて、次の審議会で答申まで持っていくという方向

を考えたらよろしいのではないかと思うのですね。ですから、この回が内容的に

も最後の詰めで、次の委員の方がすぐに答えられるようにまとめておいて頂きた

いというのが、私たちがこの回でやるべき事かなと思うのですね。ただ、次に引

き伸ばしますよ。で、次の委員にバトンタッチすることは無責任だなと。ここま

でやったのだから、これを何とかしてくださいというところまで、まとめておき

たい。それが、最後の回ではないかと。具体的なことを申し上げますと、菖蒲南

中学校の統廃合等については、適当であるとここでまとめておきたいがいかがで

しょうか。 

中村委員  私たち審議会としては、江面第一小学校と江面第二小学校をひとついい方向に、

地域、保護者の意見を聞きながら、丁寧に、丁寧に、教育委員会の方としても取

り組んで、ようやく実を結んだわけですよね。しかし、同じように、菖蒲中学校

と菖蒲南中学校の話も平行して成し遂げようとしたから、一時私はちょっと待て

よと、意気込みはわかるけれども、波に乗ってやるということも大事だけれども、

ひとつひとつ長期的な視野にたって物事を進めた方がいいのではないですか。ま

ずもって、江面第一小学校と江面第二小学校をいい方向に持っていった後、菖蒲

中学校と菖蒲南中学校の話は、次取り組んでいった方がいいのではないですかと
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いうことを申し上げたはずです。それで今ここまできているわけですから、この

中学校同士の統合は、私は避けては通れないし、そうした方が子どもの将来のた

めにも、保護者のためにも、地域のためにも、市のためにも、私はなると信じて

います。以上です。 

議長（西崎会長） 江面第一小学校と江面第二小学校の統廃合と菖蒲中学校と菖蒲南中学校の統廃

合の話は、ある程度重なるところがあったけれども、本来的にはひとつひとつ進

めていくべきことなのかもしれませんけれども、あまり時間をかけていくと子ど

も達にしわ寄せがいくと、子どもの環境を早めに良い環境にしていかなくてはな

らないという面と両方あったものですから、ここまで両方平行しながら審議して

きたわけですが、いずれにしても、統廃合することは望ましいと。この点は次の

方にもバトンタッチしていきたいと。その意見としても、もう少し説明すること

が必要だと思うのですけれども。そのことに、理解を深めるためには、統廃合後

の学級編制や道路の安全対策について意見がありましたよね。学級編制や通学路

となる道路の安全対策、統合までに信号機は付くのかとか色々な問題が出てくる。

制服等の問題についても、検討していかなくてはならないことが出てくると思う

のですが、その他のことで、事務局の方で付け足すようなことはありますか。 

事務局 

（目黒補佐） 

先ほどご質問があった中でも、お答えをしてきたところですけれども、状況を

まとめますと、菖蒲中学校区の保護者の皆さまにつきましては、おおむねご理解

はいただけてきているのかなと。それから栢間小学校の方につきましても、スク

ールバスの関係で、ある程度具体性を示せたということで、だいぶご理解が深ま

ってきていると感じております。その中で、特に小林小学校の対応で、通学路の

安全面、学級編制の問題、制服等の対応について、まだまだご意見があるのかな

と捉えているところです。そのような部分の意見交換、回答を行うために、先ほ

ども少しご説明をいたしましたが、８月から９月にかけて統合時の在校生となる

小学５・６年生の保護者を対象とした意見交換会をまず行ってまいりたいなと考

えております。その意見交換を踏まえまして、２学期中に説明会等の必要な対応

を検討した上で、アンケートの実施に向けて進めてまいりたいと考えております。

それから、今は、保護者の話を主にさせて頂きましたが、地域住民を対象とした

対応もございまして、７月２３日に栢間地区、７月２４日に小林地区を対象に地

域の方と意見交換をする予定もございます。その中で、今保護者に説明している

統合後の対応や配慮等についても、ご案内をさせていただきまして、なるべくき

め細やかな対応をしていくというようなご説明で、地域の方にもご理解を深めて

頂きたいなと考えております。そのようなひとつひとつの取り組みを通して、保

護者の方や地域の皆さまに十分ご理解を頂いてまいりたいと、そのうえで、先ほ

ど申し上げたような少なくとも年内を目標とした意見のまとめに結びつけられる

ように今後進めてまいりたいと考えております。 

議長（西崎会長） 今出てきている内容等について、小林小学校の６年生の保護者からご意見をい

ただいておるので、十分説明をしていただいて、進路に問題ないような対応策を

とっていかなくてはならないだろう。また、地域住民に対しての説明も十分にし

ていきながら、最終的にはアンケートを取ってご意見をまとめていきたいと。今
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後そういう関わりをもって進めていきたいということですが、皆さんの方から今

後の進め方の点について、ご質問、ご意見等ございますか。 

木村委員 先ほどバトンタッチという言葉も出ておりましたけれども、経過説明と言いま

すか、参考資料も含めて十分にやって頂きたいと思います。これが成されないと

また余計な時間がかかってしまいますので、くどいようですが、十分によろしく

お願いします。 

議長（西崎会長） 今まで、私たちが審議してきた内容で表面に出てきている部分というのは、ほ

んの一部分なのですよね。もっと奥深い部分というのを皆さん持っている。それ

を文書にして理解するのは十分時間をかけてやっていかないと今までの審議内容

が次の方に伝わらないということもあって、また一から始まるというようなこと

が起こってしまう恐れがあるので、十分に注意して頂きたいということですね。

他にございますか。もしなければ、今事務局の方の説明を合わせて、木村委員さ

んのお話等も含めて、今後進めていっていただければと考えます。最終的には、

審議会としての答申というのは、出さなければならないわけですが、この後に行

うアンケートの結果や地域のご意見等を十分に勘案して、答申の内容等を検討し

ていくことが必要であろうと考えます。この点は事務局のほうでも考えていただ

ければと思います。今回の会議で最終回になってしまうわけですが、特にこうい

う観点について、今後の委員さんや事務局にも考えて頂きたいなというようなこ

とがあったら、皆さまよろしくお願いします。 

 ＜特に発言なし＞ 

議長（西崎会長） よろしいですか。最後に今後の会議の予定ということで、事務局の方で何回か

お話ありましたが、まとめてお話出来ますか。 

事務局 

（目黒補佐） 

まず、審議会の関係でございますけれども、先ほども少しご説明させて頂きま

したが、次の任期の方に現状の予定では８月下旬を目安にご参集をいただきまし

て、３回目の会議を計画してまいりたいという状況でございます。その中で、先

ほどご意見をいただきましたように、これまでの審議経過、経緯などといった部

分について、十分に次の任期の委員の方にお伝えが出来るようにしてまいりたい

と考えております。それから、保護者や地域への説明に関して、先ほどご説明を

したので、大体の概要についてはお伝えをしたところではありますが、今月下旬

から１０月くらいを目安に、こまめに機会を設定してご理解を深めて頂くという

ことで引き続き対応していく考えでございます。 

議長（西崎会長） 方向性をある程度お話頂きましたので、この審議会で最後になりますので、一

応こういう内容で次の方にバトンタッチしていきたいということをまとめておき

たいと思うのですが、まず、菖蒲中学校との統廃合は望ましく、統合による新し

い学校の位置は菖蒲中学校とする。この辺はよろしいですか。 

 ＜はいとの声あり。＞ 

議長（西崎会長） いわゆる統合するのだけれども、統合後の位置は菖蒲中学校ですよ。統合する

時期は令和４年４月を目途とするという事。これは、学級数の推移によって、早

くにやらないとならないという現状があるので、期限を決めて審議をすることが
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望ましいということで、令和４年の４月。この事はここでまとめておいてよろし

いですか。 

 ＜はいの声あり。＞ 

議長（西崎会長） 次回の方については、出来るだけ早い段階で答申案を作って頂く。その為には、

今までの審議の内容等について、十分事務局から新たな委員の方に説明をして頂

いて、速やかに答申が出来る方向に持っていっていただくと。その間に保護者へ

の説明やアンケートなどが今後行われますので、ここで話し合われた内容も含め

て答申案を早めに作っていただくと。そんな事になるかと思うのですが、何か付

け足す事とかありますか。 

中村委員 前回の江面第一小学校と江面第二小学校の答申の際にも、附帯事項という言い

方で付けたはずなのですが、この場で、統合する統合しないというのを決めると

同時に、これまでと同様に、この先の附帯事項。ただ単に一緒にすればいいとい

う考えで答申するわけではないですよと。教育内容の深化ですね。子どもの為を

考えた統合ですよということを附帯事項として付けていただきたいということを

お願いします。 

議長（西崎会長） よりよい子どもの教育環境を築くために、道路整備とかスクールバスとか安全

確保等について、十分配慮するというのが、今までの話し合いの中から附帯事項

として当然出てくる内容ですね。 

事務局 

（目黒補佐） 

今の答申の際の附帯事項についてというお話がございましたが、今後私どもの

方で答申案を検討させていただく際も、前回の江面第二小学校の例を参考にさせ

ていただきながら、同じような趣旨の中身はきちんと打ち出せるような内容につ

いて検討してまいりたいと考えております。 

議長（西崎会長） 江面第二小学校の統廃合の検討に関する答申の中でも、附帯事項が明記されて

おりますので、それらを参考にして事務局の方でも考えておいていただければと。

この件についてはよろしいですか。無ければ、次の件に移りたいと思います。 

 ＜特に発言なし。＞ 

議長（西崎会長） 上内小学校についてですが、事務局の方から説明を頂きたいと思います。 

事務局 

（目黒補佐） 

それでは、続きまして上内小学校の関係についてご説明いたします。 

 関係する資料につきましては、資料３、参考資料２となります。 

上内小学校につきましては、６月２１日に保護者懇談会が実施され、その際に

統廃合等の検討に関する説明会を開催し、３５人の保護者がご参加くださいまし

た。 

 説明会の内容といたしましては、委員の皆様に配布しております、参考資料２

に基づいて、今後の児童数等の見込みや、統合する場合の対応方法として、鷲宮

小学校との統合や、鷲宮西中学校を含めた義務教育学校の新設といった例をお示

しし、ご意見を伺ったものです。 

説明会の場では特にご意見がございませんでしたが、より多くの保護者からご

意見を伺うために、参考資料２の最後のページにございます、意向調査の用紙を
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配布し、複式学級の編制や、学校統廃合に関する賛否のお考えを伺ったほか、今

後、市に対応を望むことについて、お考えを伺いました。 

資料３では、その意向調査の結果をまとめております。資料３をご覧ください。 

意向調査の概要ですが、６月２１日の説明会参加者に用紙を配布し、３５人の

参加者のうち、１０人の保護者から提出がございました。 

次に、意見等の概要でございますが、問１として、令和２年度に複式学級が編

制されることについて、賛否のお考えを伺いました。 

その結果、複式学級を編制しないことを求めるご意見が９件あり、今まで以上

に子どもの学力が低下してしまうのではないかといった、子どもの学力のことを

懸念するご意見、市費負担教員の配置により、複式学級を編制しない方法を検討

してほしいというご意見などがございました。 

一方、編制はやむを得ないというご意見は１件もなく、複式学級の編制は避け

てほしい、という保護者の意向が見えてきたと感じております。 

 次に、問２として、教育委員会では、小規模校について、早急に学校統廃合が

必要であると考えておりますが、そのことに対する賛否のお考えを伺いました。 

 その結果、学校統廃合に賛成的なご意見が６件あり、統廃合はいずれ必要なの

で進めてほしいというご意見のほか、義務教育学校の設置が望ましいというご意

見が多くございました。 

 一方、統廃合に反対的なご意見が２件あり、まず学区の見直しをしてほしい、

子どもがいじめにあうのではないか、というご意見がございました。 

 次に、問３として、上内小学校における複式学級の編制に関する対応など、市

に対応を望むことに関してご意見を伺ったところ、義務教育学校の新設を望むご

意見が５件あり、なかには「強く希望する」というご意見もございました。 

 そのほか、これから小学校に入学する、未就学児の保護者にも説明や意見を伺

う機会を設けてほしいというご意見、少人数の対策として、鷲宮小学校など他の

学校との合同授業をもっと拡充してほしいといったご意見がございました。 

 このたびの説明会では、学校統廃合の進め方の例として、鷲宮小学校との統合

による方法のほか、義務教育学校の新設について、その概要や、メリットと課題

をご提示したところ、上内小学校の保護者からは、義務教育学校の新設であれば、

学校統廃合に前向きなご意見が多かったところでございます。 

 保護者の観点からは、義務教育学校の新設とする場合、統合時に既存の小学校

へ上内小学校の子どもたちが入っていくという形ではなく、一新された新しい学

校で、小中一貫型のメリットを生かし、柔軟な学年区分の設定や、早い段階での

教科担任制導入など、特色のある様々な教育活動を実施できるという部分が、評

価されたものと考えております。 

 前回、５月１３日の会議におきましては、上内小学校に関しての今後の進め方

について、審議会委員の皆様のご意見を伺ったところでございますが、今回は、

関係者である保護者のご意見をいただいてまいりましたので、これもご参考とし

ていただきながら、統廃合の方法に関しまして、どのような形が望ましいか、改

めてご審議いただければと考えております。 

 事務局からのご説明は以上です。 



15 

議長（西崎会長） ただいま事務局の方から、意向調査の内容の報告がございました。中身を見ま

すと、保護者も複式学級を望まないというご意見が多い。教育委員会としては小

規模学校について統廃合が必要であるという考え方についても、ある程度保護者

の方のご意見もございました。また問３では義務教育学校に関して、この前は例

として３つ出していたわけですが、単なる統廃合ではなく新たな学校を作るとい

う意味からすると、大変望ましいではないかという意味での賛成との意見が伺わ

れる。上内小学校の今後の統廃合についての進め方、委員の皆さんは最後になる

と思うのですが、ご意見があったらお願いします。こういう方向で進めていった

らいいのではないかというご意見をいただけたらと思います。 

中村委員 私の受け取り方が少し違っているのかなとも思い、自信はあまりないですが、

小中一貫校とか義務教育学校ということに保護者が賛成ですよといった意見が出

ているようですが、そういった事を文書の方でも少し触れているのですが、そう

いった事も視野に入れて、そういった事も考えられますよというふうに事務局の

方で提案したのかどうか伺いたいと思うのですが。 

事務局 

（目黒補佐） 

今のご質問は、説明会の中でどのようなお話をしてきたかということでよろし

いでしょうか。 

中村委員 そうです。 

事務局 

（目黒補佐） 

 説明の内容といたしましては、５月の審議会の際に、統合する場合の例という

形で、上内小学校と鷲宮小学校の小学校同士を統合する場合で２つの例を、新校

を鷲宮小学校とする場合とそれから上内小学校とする場合、あともう１つ義務教

育学校とする場合という３つの例をお示しをさせていただいて、進め方について

のお話し合いをしていただいたかなと思いますが、実は今回それと同じような資

料を保護者の方にもご提示をさせていただきました。統合することによって、ど

のようなメリットと課題があるかというのを、先日の審議会でも使った資料を用

いてご説明させていただき、また、義務教育学校はこういう学校だというような

ご説明もさせていただいたところです。そういったものをお聞き頂いた上で、集

めた意向調査の結果というところでご理解いただければと思います。 

中村委員 前回、確かペーパーも見せられたのではなかったかなと、春日部の方のですか。

という事は、将来そういった学校の設置も考えていいのかなと捉えていいのです

かね。 

事務局 

（目黒補佐） 

教育委員会の統廃合等の検討に関する基本方針の中でも、義務教育学校の設置

という部分も統合の方向性として位置づけておりますので、そういった手法もあ

り得るものという考え方で検討を進めております。 

中村委員 という事をしつこく申し上げますが、皆さんの会合に参加した１回目か２回目

か３回目かくらいのときに、小中一貫校とか義務教育学校の提案を私はしたはず

なのですよ。そうしましたら、事務局の方はまったくそういうようなことは考え

ていませんという事で流されましたから、それで、あれちょっと違うのではない

かと疑問に思っているのですよ。じゃあ、もう少し前から話をしてくれよと。そ

の方が良いに決まっているのですから。単独で個人商店を開業するよりも、久喜
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市でも周りに大きな店が出来ているではないですか。アリオとかモラージュとか、

そっちの方が繁盛するのですよ。街の商店街は全滅ですから。ちょっと話が横に

逸れてしまいましたが、そういう話です。 

議長（西崎会長） 確かに、前は江面第一小学校と江面第二小学校の時に、統廃合をするというこ

とだけを考えて、久喜南中学校との一貫校ということまではあの時点では考えて

いなかったですね。そこまで、検討していなかった。 

中村委員 その時点でお考えになってないと。私は蒸し返して会議を混乱させる意味はな

いですよ。みんなで明かりを目指して、良い方向へ持っていこうということには、

私は同じ考えです。今手元に２０１８年の２月１６日発行の農事新聞というもの

があるのです。新聞の折込みとかで入ってくるやつです。その折込みに小中一貫

校としての取り組みを教育委員会としては検討していますよというふうな記事が

あるにも係らず、江面第一小学校と江面第二小学校の時に、まったく相手にされ

ませんでしたから。ですから、繰り返し言っているのです。 

議長（西崎会長） 私自身の考えを言うことは止めますけれども、やっぱりこの世の中にきて、小

中一貫校という形を今の時代では重要だけれども、義務教育学校という形にする

のはもう一段ランクが高いのかなと。方向的にはそういう方向にするのが望まし

いのだろうなと私自身も思っておりますが。あえてそこまでやることが、市の行

政面から見ても適当かどうかというところで最初は躊躇している。今回の場合に

は、都合良く学校の配置、学校の大きさ等を考えると、それが可能であるという

ことで、いくらか方向転換をしたという見方をすればそう見えるわけですけれど

も、場所によって出来るような地域とちょっと難しいな、お金もかかりそうだな

というようなところとあいまいなところもあったのだと思います。 

事務局 

（目黒補佐） 

今の点について、考え方のご説明をさせて頂きたいと思います。統廃合等の検

討の中での考え方としては、主に３つの方法ということで、基本方針の中でうた

われているのですけれども、学区の見直し、学校の統廃合、それから義務教育学

校の新設と大きくこの３つがございます。以前から皆さんご理解頂いていると思

いますが、学区の見直しについては、現状少子化が進んでいる中で、学区の見直

しをしても小規模化の解消は図れない。ということで、なかなかその方法は取り

にくいと。そうすると、残ったなかで、学校の統廃合、義務教育学校の新設とい

うことになりますが、江面地区、また菖蒲地区での検討の経過で申し上げると、

一番大きいのは地理的な条件というのがまずひとつ。特に江面地区、それから久

喜南中学校区の清久小学校も含めると距離が離れております。それから菖蒲の場

合で言いますと、菖蒲南中学校の中学校としての学校の規模、小学校、中学校だ

けで統合したときに、中学校の規模が小規模のままであるという課題。そういっ

た大きい課題が２つの学校区ではございました。その点、今回の鷲宮西中学校区

については、中学校の規模面、それから学校の地理面というか距離ですね、その

辺で条件が恵まれていると考えております。 

議長（西崎会長） 色々な背景がございましたので、事務局のお話のとおり進められているところ

だろうと思います。他にございますか。 
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中村委員 今の目黒さんと議長さんのわかりやすい説明で納得いたしました。以上です。 

議長（西崎会長） もしなければ、時間もきておりますので、上内小学校、鷲宮小学校及び鷲宮西

中学校を統合して義務教育学校を設置するという方向で話を進めていってよろし

いでしょうか。 

折原委員 前回の審議会の時に、上内小学校と鷲宮小学校の統合という話は皆さん合意し

ているのだと思います。義務教育学校に関しては将来的には考えるというのは、

検討課題として挙がっていますけれども。鷲宮西中学校を中心として義務教育学

校にするというのは、既定の方針なのですか。前回、春日部のパンフレットを貰

って、こういう案もありますよという提案はされましたけれど、皆さん了解はさ

れているのですか。というのは、菖蒲南中学校に小林・栢間の小中一貫の義務教

育学校にしたらどうかというひとつの案として話をしたときがありました。その

ときに、小林・栢間地区の菖蒲南中学校を中心とした義務教育学校にはメリット

がないということで意見は立ち消えになって、菖蒲中学校と菖蒲南中学校で中学

校の統合をすると、その次に小林・栢間については、小学校同士はどうするので

すかということについて、現在のところ立ち消えとなっていますね。審議会でそ

の話になったことはごく最近ではないですね。前は統合した方がいいと言ってい

たのに。その辺のバランスがちょっとね、わかりづらいというか。目黒さんどう

ですか。 

事務局 

（目黒補佐） 

まず、菖蒲南中学校の場合の小中一貫校のお話、折原委員さんから確かにご意

見を頂いた経過があることは私自身も認識しております。先ほどのご説明と重複

してしまうのですが、やはり菖蒲地区ですと菖蒲南中学校区、菖蒲南中学校、小

林小学校、栢間小学校、３校での枠組みで考えた時には、中学校の学年の３年間

における規模が小さすぎるという部分で、統合するメリットが最大限生かせない

だろうということもございまして、中学校同士の統合という考え方について、事

務局の方からはご提案させていただいた経過と考えているところです。 

折原委員 それはもちろん了解しております。もちろんわかっております。その後の小林・

栢間の小学校の統廃合について、どうするのかについては進捗していませんね。

その辺はどうなっているのですか。 

事務局 

（目黒補佐） 

小林小学校の検討の関係でございますが、菖蒲南中学校と地域が、校区が同じ

エリアというところもある中で、これまで地域の方からご意見を伺う中でも、小

学校の存在というのは、地域活動、地域生活に非常に密接にかかわっていると。

地域活動の中心と言っても過言ではないくらい重要な位置づけを担っているとい

うお話を多々頂いているところでございます。そういった事もございまして、中

学校は教育問題に焦点を当ててお話をしているわけですが、小学校の問題につい

ては、地域の問題ということも視野に入れながら検討していかないと、お話とし

ては進めにくいのだろうと認識しているところです。そのような事もございまし

て、学校における教育環境の緊急性という部分も申し上げると、まずは３学級に

なってしまう可能性が見込まれる菖蒲南中学校の対応を優先させていただいてい

ると。その辺がある程度進んだ中で、小林小学校についても今後力を入れて検討

していかなくてはならないと、そのような考え方で対応しているところです。 
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議長（西崎会長） よろしいでしょうか。いわゆる小中一貫にして、菖蒲南中学校を拠点として、

義務教育学校を設置するということになっても、中学校の単学級の状況というの

は解消出来ない。それが大きなネックであった。小林と栢間を統合して一緒にし

ても、中学校の存在が難しい。という事で、まず考えなければならないのは、菖

蒲南中学校と菖蒲中学校を統合することで、子ども達の教育環境を良くしていこ

うという事が先にあると。確かに、小中一貫校である義務教育学校にすれば望ま

しいことではある。菖蒲南中学校に拠点を置いて義務教育学校を作るというのは

大変良い考えなのだけれども、それでは、中学校の子ども達のあり方が問題とな

る。もう少し中学校の人数が多ければ可能だったのでしょうけども。その辺は分

けて考えて、菖蒲南中学校は統合したけれども、小林小学校と栢間小学校をどう

するかの問題は今後考えていくような状況にあるということ。 

ここで、鷲宮西中学校との関わりが出たのには、その辺の審議がまだ浅かった

のかなという気がしますけれども、今後の審議会の時に十分に考えていただけれ

ばと思います。一応ここの審議会としては、上内小学校、鷲宮小学校、鷲宮西中

学校を統合して、義務教育学校を新設するという形でまとめておいてよろしいで

すか。 

中村委員 今の３校については、統合して義務教育学校を作るという形でまとめようとな

さっていましたけれども、前回までそういう方向に進んでいましたかね。ちょっ

と蒸し返すようで申し訳ないのですが。 

事務局 

（目黒補佐） 

５月の審議会の中では、義務教育学校を新設した場合の課題として、施設整備

を伴う等の点から、時間がかかるという事をご案内いたしました。その中で、上

内小学校の小規模化が相当進んでいるということを考えると、なるべく早い対応

がいいのではないかというご意見がいくつか出された中で、鷲宮小学校との小学

校同士の方がまずは必要なのではないかというご意見があったのも確かだと認識

しております。そういったところもありまして、義務教育学校につきましては、

将来的なあり方としては望ましいというご意見は頂いておりましたけれども、全

体的な進め方と申しますか、審議会の意見の決定という部分で審議が十分進んで

いたかという点で申し上げると、まだまだ議論が必要という課題はあるというふ

うに感じております。 

中村委員 ですよね。ですから、話が出てそれでまとめようとしたから、あら、ちょっと

待てよというような発言をさせていただいたわけです。 

議長（西崎会長） 最初の考えは上内小学校と鷲宮小学校は統廃合するということが前提であっ

た。それに合わせて、鷲宮西中学校との関わりをやることも可能だというところ

くらいまでしか話は進んでいなかった。だから、統廃合をして義務教育学校を新

設することも考えられるくらいのまとめで、後で付けておいたくらいにするつも

りで、次の審議会で十分審議してもらう形で。まず、上内小学校と鷲宮小学校を

統廃合しますよというのが中心、合わせてそういうことを考えるならば、鷲宮西

中学校を入れて、義務教育学校を新設することも可能であるというまとめでよろ

しいでしょうか。 

中村委員 その方がよろしいと思います。 
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折原委員 やっぱり、ニュータイプの小中学校をひとつにするということのメリットとい

うか、いろんな視点をこのレベルの審議会ではなくて、もうちょっと教育委員会

あたりもいろんな調査をして、埼玉県下でもまだそんなにいくつもあるわけじゃ

ないですよね。検討していくというのは、良いと思うのですけれども、もう少し

お勉強会を開いたりした方が良いと思うのですけれどもね。校長先生方も皆さん

ここにいらっしゃいますけれども、どういう学校だか皆さんどの程度わかってい

らっしゃるのですか。今年４月に開校されたばかりですよ。中村先生なんかはた

またま東京の学校でそういう経験がありますけれども、私は東京の中学校と高校

の統合といいますか、ちょっと制度が違いますけれども、小中の義務教育学校と

いうのはどのようなものなのか、やっぱり少し研究される方が私は良いと思うの

ですけれどもね。自分の意見としてそう思っています。 

議長（西崎会長） という事で、もう少し検討の余地があるということを付け加えておく。確かに、

実証されている良さがどの程度あるのかということがまだ研究中だろうと思いま

す。実際に行っても、こういうような成果が上がっているというのは、あまり多

くはないだろうと思います。まだ、始まったばかりのところが多いですから。私

立の学校は結構そういうふうに組んでいるのですけれども、それらを参考にする

という手もありますけれども、いずれにしても少しメリットとデメリットあたり

を今後事務局の方で調べておいて頂ければよろしいかと。そういった形で入れて、

最終的にはそういった方向で行きますと。ただ、この審議会では、上内小学校と

鷲宮小学校での統廃合、合わせて義務教育学校が出来ればその方向を考えてもら

うという事で、次の審議会にバトンタッチをしていきたいと思うのですがよろし

いですか。 

 ＜はいとの声あり。＞ 

議長（西崎会長） なければ、短い時間で大変重要な内容をご審議いただいたわけですけれども、

また引き続き事務局のほうでは、関係する保護者や地域住民に丁寧な説明をして

頂いて、菖蒲南中学校の統廃合が可能なように進めていただければと。もし、な

いようでしたら、今日の審議については以上で終わりにしたいと思います。議長

の任を解かせていただきたいと思います。 

 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。事務局から事務連絡を申し上げます。 

先ほどもご案内いたしましたとおり、現在の委員の皆様方におかれましては、

任期内で今回が最後の会議となります。 

これまで、大変お忙しい中、またご多用の中、久喜市立小・中学校学区等審議

会にご参加いただき、「学校統廃合等の検討」という難しいテーマに対しまして、

貴重なご意見を賜りましたことに、改めて深く感謝を申し上げます。ありがとう

ございました。 

 事務局からの連絡事項は以上でございます。 

 ５．閉会 
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司会 

（森下主幹） 

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。 

金子副会長 本日も長時間にわたりまして慎重な審議をありがとうございました。本審議会

のメンバーとしましては、諮問のあった件について、江面第一小学校と江面第二

小学校の件、菖蒲南中学校の件、そして上内小学校の件について、審議会として

の方向性が出たということについて委員の皆様のご協力に感謝申し上げます。任

期が切れるわけですが、もしかすると引き続き委員を継続される方もいらっしゃ

るかもしれませんが、本審議会の意見を引き継いで頂いて、最終的には、適正規

模・適正配置の方針に則って、この審議会が会議をやっているわけですので、子

ども達の教育環境を最優先して整えるという方向で、また議論を重ねて頂ければ

なと思っております。本当に委員の皆さまにはご協力頂きまして感謝申し上げま

す、本当にありがとうございました。以上でございます。 

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。 

令和元年８月９日 

会 長  西 崎 道 喜 

委 員  折 原 貞 夫 

 

 


