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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 

 ○久喜市立小・中学校学区等審議会委員委嘱書等交付式 

 １ 委嘱書・辞令交付 

司会 

（森下主幹） 

皆様、こんにちは。 

只今から、令和元年度第３回久喜市立小・中学校学区等審議会の開催に先立ち

まして、久喜市立小・中学校学区等審議会委員委嘱書等交付式を執り行います。 

柿沼教育長から委嘱書または辞令の交付をいたしますので、お名前を申し上げ

ましたら、恐れ入りますが、その場にてご起立いただきますようお願いします。 

柿沼教育長、よろしくお願いいたします。 

 ＜教育長から各委員へ委嘱書または辞令を交付＞ 

 ２ あいさつ 

司会 

（森下主幹） 

次に、久喜市教育委員会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 皆様改めましてこんにちは。皆様方には、久喜市立小・中学校学区等審議会委

員をご承諾いただきましてありがとうございます。 

本日は、令和元年度第３回久喜市立小・中学校学区等審議会の開催についてご

案内したところ、大変ご多用の中、ご出席いただきまして誠にありがとうござい

ます。 

また、日頃から本市の教育行政に対しまして、格別なるご理解とご協力をいた

だき、改めて御礼申し上げます。 

さて、この審議会委員に新しくなられた方もいらっしゃいますので、これまで

の経過を少しお話したいと思います。 

教育委員会では、平成２９年１月に「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」を策定し、その基本方針に基づきまして、同年５月２４日

に、久喜市立小・中学校の統廃合等の検討について、当審議会へ諮問させていた

だいたところでございます。 

具体的に申し上げますと、学校の小規模化が進んでいる江面第二小学校、小林

小学校、上内小学校、菖蒲南中学校の４校について、学校統廃合等の適否に関す

るご審議をお願いしているわけでございます。なかでも江面第二小学校につきま

しては、慎重なご審議をいただいた結果、本年３月７日に「学校統廃合が適当で

ある」旨の答申書をご提出いただきました。 

 これを受けまして、教育委員会では、３月１９日に開催した教育委員会定例会

において、江面第一小学校と江面第二小学校を統合する方針を決定し、現在は、

統合による新たな学校の設置に向けた具体的な検討に入っているところでござい

ます。 

 委員の皆様方には、諮問している残りの小林小学校、上内小学校、菖蒲南中学
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校の３校について、引き続き、学校統廃合等の検討に関するご審議をお願いする

ものでございます。 

 このうち、菖蒲南中学校につきましては、学校規模の適正化を図るため、「令

和３年４月に菖蒲中学校と統合する」案について、検討を進めてまいりました。 

 このような中、説明会等では、主に保護者の皆様から、統合後の対応、具体的

には通学の安全面や子どもたちへの配慮、制服等の対応などについて様々なご意

見をいただいており、そのような部分でさらなる検討が必要であったことから、

統合時期の案を「令和４年４月」と１年間延長いたしまして、引き続き説明会等

を開催し、当審議会においてもご審議いただいているところでございます。 

 菖蒲南中学校では、学級数の減少から、学校統廃合等の対応が早急に必要であ

ると考えておりますことから、なるべく早い段階で、保護者等との相互理解を図

りまして、本年中には、当審議会からの答申を頂けるように進めてまいりたいと

考えております。 

 また、小林小学校につきましては、菖蒲南中学校と通学区域が重なっているこ

ともございまして、まずは菖蒲南中学校に関しての方向性を定め、その後、速や

かに検討を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、上内小学校につきましては、通学区域としております「都市再生機構わ

し宮団地」において団地再生事業が行われており、一部の区画で、団地の撤去が

計画されているようでございます。そのようなこともございまして、最近では、

住民の移動が多く、上内小学校の児童数の減少も顕著となっております。本年度

の上内小学校の新入生は５名で、減少が進んでいるということでございます。 

 このようなことから、上内小学校につきましても、学校統廃合等の対応が早急

に必要であると考えており、なるべく早い段階で、当審議会からの答申を頂いて、

方向性を定めてまいりたいと考えております。 

なお、一般的に小規模校の特徴として、人数が少ないことにより、子どもたち

一人ひとりに対して、学習や学校生活に関する指導をより丁寧に行いやすいこと

が小規模校のメリットとして考えられている一方で、子どもたちが様々な考え方

に触れながら、学び合い、協力し合い、切磋琢磨する機会を設けにくいことや、

なかには、中学校や高等学校へ進学するなど、多人数の環境の中に入っていく際

に、ギャップを感じてしまう子どもがいる、といった課題もございます。 

また、小規模校では、子どもたちが安定した人間関係を築きやすい面がある一

方で、小規模化が進むほど、人間関係が限定されやすい傾向もございます。 

議題となっております市立小・中学校の統廃合等の検討につきましては、様々

な視点があろうかと存じますが、子どもたちの教育環境や学校生活において、さ

らには子どもたちの将来を考慮した場合に、どのような環境がふさわしいのか、

熟慮することが重要であると考えております。地域に根ざした学校が多いわけで

ございますので、統廃合をするということは、子ども達や保護者はもちろん、地

域の方々にとっても大きな課題でございますので、私どもといたしましても丁寧

にお話してまいりたいと考えております。 

教育委員会では、「未来をひらく 心豊かな久喜の人づくり」を基本理念に掲

げ、総合的な人間力をもった次代を担う子どもの育成を図るためには、子どもた

ちが、幼少期から大人へと成長する過程において、段階的に社会との関わり、人
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との関わりを広げながら、様々な経験を積むことが重要であり、学校統廃合等に

よる、学校の適正規模・適正配置の推進を図ることが不可欠であると考えており

ます。 

委員の皆様方におかれましても、こうした点をご考慮いただきながら、慎重な

ご審議をいただき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。大変ご苦労をお掛けいたしますが、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 ３ 委員自己紹介 

司会 

（森下主幹） 

 次に、委員自己紹介でございます。 

本日は、初めての会議でございますので、今後、この審議会を円滑に運営して

いくために、委員の皆様に自己紹介をお願いしたいと存じます。 

 なお、お手元の資料３の名簿順にてお願いしたいと存じますので、清川委員か

ら順にお願いいたします。 

 ＜委員自己紹介＞ 

司会 

（森下主幹） 

ありがとうございました。 

続いて、事務局職員の紹介をさせていただきます。 

 ＜事務局職員紹介＞ 

 ４ 審議会の運営等について 

司会 

（森下主幹） 

 次に、審議会の開催に先立ちまして、審議会の運営、会議の開催に関する事項

について説明をさせていただきます。 

 はじめに、会議の公開に関して、でございます。本市では、「審議会等の会議

の公開に関する条例」に基づき、審議会等の会議は、原則公開としておりますの

でご了承をお願いします。 

また、会議録作成における録音、記録用として写真撮影につきましても、併せ

てご了承をお願いします。 

なお、審議会では会議の公開にあたり、傍聴者に対して、傍聴の手続、秩序の

維持や遵守事項を明記した傍聴要領をこの審議会で定めております。引き続き、

この傍聴要領を適用したいと思いますので、ご確認をお願いします。 

 以上、会議の公開及び傍聴要領について説明させていただきましたが、ご質問

やご意見等はございますか。 

 ＜意見なし＞ 

司会 

（森下主幹） 

次に、委員名簿の公開に関して、でございます。 

教育委員会を含む市の機関は、審議会等の委員の氏名、選任の区分を公表する

ことが、久喜市市民参加条例において定められております。 

つきましては、本日、資料３として配布しております委員名簿の備考欄に、後

ほど選出された「会長、副会長」を加えたかたちで、名簿を市ホームページに公

開させていただきたいと存じますので、ご了承いただきますようお願いいたしま

す。 
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また、委員名簿の公開に関しましてはもう一点ございまして、本市では、審議

会等の委員について、「公職者名簿」というかたちで、公文書館において閲覧す

ることができるようになっております。 

 この公職者名簿につきましては、氏名の他に、住所、電話番号についても公開

の対象としておりますが、個人情報保護の関係もあり、住所、電話番号の公開に

つきましては、委員ご本人の了解が得られた場合に掲載するものでございまして、

非公開とすることもできます。 

 このようなことを踏まえまして、事務局では、委員の皆様の氏名を公職者名簿

に掲載させていただきますが、住所及び電話番号につきましては、非公開を希望

される場合、本日の会議終了後、または今月末を目処に事務局へご連絡ください

ますようお願いいたします。 

 以上、委員名簿の公開について、説明させていただきましたが、ご質問やご意

見等はございますか。 

 ＜意見なし＞ 

司会 

（森下主幹） 

ご意見がないようですので、先ほど申し上げたように委員名簿を公開いたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

 最後に、会議録の作成及び確認方法について、でございます。 

 審議会等の会議の公開に関する条例に基づき、会議録の作成及び公表を行うも

のですが、会議録の作成に当たりましては、「全文記録方式」又は「できる限り

全文記録方式に近い形」での作成がございます。 

 事務局といたしましては、「テニヲハ」の関係や、同一の委員による繰り返し

の発言などについては整理させていただく、「できる限り全文記録方式に近い形」

での会議録作成を考えております。 

 また、会議録の確認方法でございますが、事務局で会議録の素案を作成した後、

全委員の皆様に確認していただきます。確認後は、必要に応じて修正した上で、

あらかじめ指名された委員の方に会議録の署名をしていただくものでございま

す。 

 この会議録の署名につきましては、審議会を代表して、会長と名簿順に委員の

方から１名、計２名の方にご署名をいただきたいと考えております。 

以上、会議録の作成方法と署名について説明させていただきましたが、ご質問

やご意見等はございますか。 

  ＜意見なし＞ 

司会 

（森下主幹） 

それでは、ご意見がないようですので、会議録の作成は、「できる限り全文記

録方式に近い形」とし、署名方法は、会長と名簿順に１名の委員の方とさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

審議会開催に当たっての諸説明は以上でございます。ご協力ありがとうござい

ました。 

なお、参考といたしまして、当審議会の設置根拠でございます、「久喜市立小・

中学校学区等審議会条例」を資料４として配布しておりますので、後ほどご確認

ください。 
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以上で、会議開催に先立ちましての久喜市立小・中学校学区等審議会委員 委

嘱書等交付式を閉じさせていただきます。 

 ○令和元年度第３回久喜市立小・中学校学区等審議会 

 １ 開会  

司会 

（森下主幹） 

只今から、令和元年度第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。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、本日の傍聴者はおりませんので、ご報告させていただきます。 

 ２ 会長及び副会長の選出について 

司会 

（森下主幹） 

続きまして、会長及び副会長の選出についてでございます。久喜市立小・中学

校学区等審議会条例第６条第１項において、審議会に会長及び副会長1人を置き、

委員の互選によってこれを定める旨の規定がございますが、本日は、委員の改選

後、初めての会議であるため、会長、副会長が選出されておりません。したがい

まして、柿沼教育長に仮議長に就いていただきまして、会長、副会長の選出まで、

議事を進行させていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは、教

育長、お願いいたします。 

仮議長 

（柿沼教育長） 

それでは、会長、副会長が選出されるまでの間、暫時議長を務めさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

まず、会長の選出でございますが、自薦、他薦がございましたら、ご意見いた

だきたいと存じますが、いかがでしょうか。 

鈴木委員 この会議の内容自体が前回からの引き続きのものでございますので、前回会長

をなされた西崎委員が良いのではないかと推薦させていただきます。 

仮議長 

（柿沼教育長） 

ただ今、鈴木委員から、会長に西崎委員がよろしいのではないかという、ご発

言がございましたが、いかがでしょうか。 

 ＜各委員から拍手あり＞ 

仮議長 

（柿沼教育長） 

ご異議なしと認め、会長に西崎委員と決定させていただきます。続きまして、

副会長の選出をお願いしたいと存じます。こちらも委員の自薦、他薦がございま

したら、ご意見いただきたいと存じますが、いかがでしょうか。 

西崎委員 学区等審議会については、出来るだけ学校現場をよくご存知である方が良いの

ではないかと思います。委員の中には小・中学校の校長先生がいらっしゃいます

ので、その中からご選出いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

仮議長 

（柿沼教育長） 

ただ今、西崎委員から、小・中学校の校長先生から選出されてはとのご意見が

ございましたが、いかがでしょうか。それでは、学校長の皆様でご協議し、ご推

薦いただきたいと存じますので、よろしくお願いします。 

 ＜協議の結果、川羽田委員が推薦される＞ 
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仮議長 

（柿沼教育長） 

ご協議の結果、副会長に川羽田委員が推薦されましたが、皆様いかがでしょう

か。 

 ＜各委員から拍手あり＞ 

仮議長 

（柿沼教育長） 

ありがとうございます。それでは、副会長に川羽田委員と決定させていただき

ます。会長に西崎委員、副会長に川羽田委員と決定いたしました。お二人には、

今後の協議会の運営について、よろしくお願い申し上げます。私は、ここで議長

の任を解かせていただきます。ご協力いただきましてありがとうございます。 

司会 

（森下主幹） 

ありがとうございました。それでは、会長、副会長が選出されましたので、恐

縮でございますが、お二人には、前方の会長席・副会長席へお移りくださるよう

お願いいたします。 

 ＜会長及び副会長が席を移動＞ 

司会 

（森下主幹） 

それでは、ここで会長、副会長に選出されたお二人から、それぞれ就任のごあ

いさつをいただきたいと存じます。 

はじめに、西崎会長、よろしくお願いします。 

西崎会長 ただいま、ご推薦をいただきました西崎でございます。この統廃合については、

最初からかかわってきた関係もございまして、この締めくくりをして、この任を

解かせていただければというような気持ちで考えているところでございます。 

いずれにいたしましても、課題であります菖蒲南中学校、それから上内小学校

について、解決出来るように皆様のご協力をいただければと思います。どうぞ、

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。続きまして、川羽田副会長、ごあいさつをお願いし

ます。 

川羽田副会長 ただいま、ご紹介いただきました川羽田と申します。重責に身が引き締まる思

いでございます。様々な課題と丁寧に向き合い、子ども達のより良い成長を主眼

において、委員として、副会長として審議を進めていけたらと思います。どうぞ

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、大変恐縮ではございますが、柿沼教育長は、

次の公務のため、退席とさせていただきます。 

 ＜教育長退席＞ 

司会 

（森下主幹） 

続いて、議事に入りたいと存じますが、進行準備のため、暫時休憩とし、再開

は１４時２０分からとさせていただきます。 

 ＜再開＞ 

 ３ 議事 

司会 

（森下主幹） 

再開いたします。続きまして議事でございます。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、
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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、名簿順で清川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「市立小・中学校の統廃合等の検討について」事

務局から説明をお願いします。 

新たに委員となった方もいらっしゃいますので、まずは、検討にあたっての基

本的な考え方や、これまでの経緯についてご説明をいただければと思います。よ

ろしくお願いします。 

事務局 

（目黒補佐） 

学務課の目黒でございます。 

本日の会議は、委員の改選後、最初の会議でございますので、はじめに、審議

会の経過状況や現在、市立小・中学校の統廃合等の検討を進めている背景などに

ついてご説明いたします。 

説明にあたりましては、参考資料１としてお配りしている「久喜市立小・中学

校の適正規模・適正配置について」に基づきご説明いたします。 

また、参考資料２「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」も併せてお手元にご用意ください。 

はじめに、参考資料１の項目１「小・中学校の現状と将来推計」でございます。 

（１）と（２）は、児童生徒数の推移の表でございます。 

本市の小・中学校の児童生徒数は、昭和５９年度の２１，５０９人をピークに

減少傾向が続き、今年度、令和元年度には、１０，６６４人とピーク時の約半数

まで減少しております。この傾向は今後も続く見込みであり、５年後の令和６年

度には、推計で９，８３９人となり、１万人を下回るものと予測されます。 

次の（３）、（４）では、小・中学校の学級数の現状と令和６年度の学級数の

見込みを表にしております。なお、ここに記載している学級数は、通常学級のみ

であり、特別支援学級は除いておりますので、ご了知ください。 

ここで、注目していただきたい箇所は、（３）の小学校の学級数のうち、６以

下の欄でございます。令和元年度現在では、学級数が６学級の学校、すなわち、

１学年から６学年まで全て１学級となっている学校が９校ございます。 

６学級以下の学校は、令和６年度の見込みでも９校となり、そのうち上内小学

校は４学級となります。また、小林小学校は６学級となっておりますが、翌年の

令和７年度には５学級となることが見込まれております。 

この２校は、今後、複式学級の編制が見込まれている学校です。 

複式学級とは、２つ以上の学年の児童数を合わせても１６人以下という場合に

編制される学級のことで、例えば２学年と３学年の２つの学年の児童数を合わせ

ても１６人以下となった場合、この２つの学年に対して１つの学級が編制され、

１人の教員が配置されるというものでございます。 

続いて、次ページ（４）の中学校の学級数のうち、５以下の欄をご覧ください。

令和元年度現在では、学級数が５学級以下の学校、すなわち、クラス替えができ

ない１学級の学年が生じている学校として、菖蒲南中学校がございます。 
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菖蒲南中学校では、令和６年度の見込みで３学級となり、全ての学年が１学級

となります。そうなった場合は、学校に配置される教職員数が少なくなり、教科

担任制によって指導を行っている中で、全ての教科に必要な担当教員数を揃える

ことができなくなります。現在も、すでにそのような状況が生じており、技術・

家庭科などの実技科目は、非常勤講師を配置することで対応している状況です。 

ここで、参考資料２「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７ページをご覧ください。ここでは、学校の小規模化への対応と「学校

統廃合等の検討の基準」を定めておりまして、小学校の場合は、「複式学級の編

制が見込まれる学校」を、中学校の場合は、「５学級以下の学校」を「速やかに

学校統廃合等の適否について検討する」こととしております。 

先ほど申し上げた上内小学校、小林小学校、菖蒲南中学校につきましては、い

ずれも「速やかに学校統廃合等の適否について検討する」基準に該当しておりま

すことから、現在、教育委員会では、これらの学校について統廃合等の検討を進

めており、その適否について、当審議会に諮問しているところでございます。 

 続きまして、資料の３ページ、項目２の「学校統廃合等の検討の手順」をご覧

ください。 

教育委員会では、学校の規模や配置の適正化を進めるため、基本方針を定め、

学校統廃合等の検討に取り組んでおりますが、ここでは、当審議会も含めた、学

校統廃合等の検討の手順に関する全体的な流れのほか、保護者や地域住民との関

係についてご説明いたします。 

まず、市立小・中学校学区等審議会では、教育委員会からの諮問を受けて、学

校統廃合等の適否について審議し、答申書をご提出いただくこととなりますが、

審議の過程においては、「説明会の開催及び意見聴取」の欄にございますように、

説明会等を通して、検討の対象校や関係学校の保護者、地域住民などからご意見

を伺い、その内容を審議会へ報告いたします。そして、審議会は、説明会等にお

ける意見やアンケート調査の結果等を参考として、審議を進めるというものでご

ざいます。 

また、審議の中で、統合後の対応について特に検討が必要であると思われる点

について、答申の際に「附帯意見」を付すという形で、審議会のお考えやご意見

を示していただいているところでございます。 

審議会から教育委員会へ答申書が提出されましたら、教育委員会では、統合の

相手校や統合の時期といった、学校統廃合を進める旨の方針を決定します。 

方針の決定後は、関係学校の保護者や地域住民、学校関係者などで組織する「新

校設立準備委員会」を設置し、新校の名称や通学方法、学校運営に関する事項な

ど統合に向けた基本的な事項やスケジュールなどについて検討を進めるほか、新

校の開校に向けた必要な準備を進めます。 

その中で、統合時期の概ね１年前を目安に、新校の名称や位置を定める「久喜

市立学校設置条例」の改正について、議案を市議会へ上程します。 

改正案が市議会で議決されましたら、新校の名称、位置、開校時期については、

市として正式に決定となりますので、その後は、開校に向けた準備として、行事

計画などの学校運営に関すること、校章や校歌に関すること、制服や体操着など
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の学用品に関すること、通学方法の詳細に関すること、ＰＴＡに関することなど、

学校に関係する様々な事項について、個別具体的な内容を決めてまいります。 

一通りの準備を完了し、新校の開校日を迎えるわけでございますが、学校統廃

合を行う場合の基本的な考え方は、原則として、対等な関係の統合とすること、

統合後の学校は既存の学校を使用すること、統合の相手校や時期については当審

議会の答申を踏まえて、教育委員会で方針を決定して進めていくこととしており

ます。 

審議会委員の皆様におかれましては、まず、学校統廃合等の適否に関して、ご

審議をお願いしたいと考えております。 

また、統廃合することが適当であるという場合には、統合の相手校に関するこ

と、新たな学校の設置場所に関すること、統合の時期の目安に関することについ

てもご審議いただき、そのほか附帯意見があれば、その内容についてもご検討の

うえ、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。 

続きまして、資料の４ページ、項目３の「適正規模・適正配置に関する検討の

経緯」でございます。 

資料の表にもございますように、基本方針の策定に関しましては、平成２８年 

１月２７日、当審議会へ諮問し、同年１２月１９日に審議会から教育委員会へ答

申書が提出されました。そして、その答申書を踏まえ、平成２９年１月、教育委

員会において基本方針を定めたところでございます。 

その後、平成２９年５月２４日には、教育委員会から審議会へ「市立小・中学

校の統廃合等の検討について」諮問いたしました。具体的には、「学校統廃合等

の検討の基準」に該当する学校ということで、江面第二小学校、小林小学校、上

内小学校、菖蒲南中学校の４校について、統廃合等の適否に関するご審議をお願

いしたものでございます。 

その後、教育委員会では、統廃合等の検討を進めるため、検討の対象校ならび

に統合に関係する学校の保護者や地域住民の皆様に対しまして、説明会等を開催

してまいりました。 

まず優先的に取り組んだのは、今年度から複式学級の編制が見込まれていた江

面第二小学校でございます。 

平成２９年６月１７日に江面第二小学校で最初の説明会を開催してから、同校

ならびに統合先として検討した江面第一小学校におきまして、平成３０年１０月

９日までに合計２３回の説明会等を行いました。 

その間、江面第二小学校区の地域住民から「学校統廃合の見直し」を求める陳

情書が提出されたことや、江面第二小学校のＰＴＡから「複式学級の編制回避と

学校統廃合に関する方針の早期決定」を求める要望書が提出されたことなど、様々

なご意見・ご要望をいただきました。 

教育委員会では、様々なご意見等の内容を踏まえつつ、子どもたちの教育環境

や通学の安全などを第一に考えて、学校統廃合等の検討を進めていると丁寧に説

明を続けたほか、平成３０年９月に保護者を対象としたアンケートを実施したと

ころ、江面第一小学校、江面第二小学校ともに、全保護者世帯の３分の２以上に
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あたる方が、学校統廃合に対して「賛成」または「やむを得ない」とご回答いた

だきました。 

また、このアンケート結果は地域住民の皆様にもお知らせし、平成３０年１０

月に意見交換会を実施したところ、学校統廃合はやむを得ない、という趣旨のご

意見をいただきました。 

こうした状況を審議会にも報告のうえ、ご審議いただいたところ、江面第二小

学校につきましては、小規模化の状況から、早急に教育環境の改善が必要である

という趣旨で、「学校統廃合が適当である」旨の答申書を、本年３月７日にご提

出いただいたところでございます。 

その後、教育委員会では、３月１９日の定例会において、「令和３年４月に江

面第一小学校と江面第二小学校を統合する」方針を決定し、４月１３日には、関

係学校の保護者や地域住民の皆様に説明会を行いました。 

また、５月２７日には、統合による新校の設立に向けた検討や準備を進めるた

め、「新校設立準備委員会」という組織を設置し、現在は、新校の基本的な事項

について検討を進めているところでございます。 

以上が江面第二小学校の関係でございまして、当審議会からの答申をいただき、

具体的に学校統廃合へ向けた検討が進んでいる事例でございます。 

ここまで、事務局より、学校統廃合等の検討に関する背景や基本方針、検討の

進め方などについて概要をご説明いたしました。 

議長 

（西崎会長） 

ただいま、新たに審議会の委員となった方もおりますので、ここまで、市立小・

中学校の適正規模・適正配置の基本方針や、学校統廃合等の検討の経緯に関して、

説明をいただきました。 

本日は、委員の改選後、初めての会議ということで、まずは学校統廃合等の検

討に関する背景や、今後の答申に向けた考え方について、十分にご理解いただく

ことが重要だと考えております。 

改めての確認でございますが、当審議会としては、平成２９年５月に「市立小・

中学校の統廃合等の検討について」教育委員会から諮問を受けて、具体的には、

「江面第二小学校、小林小学校、上内小学校、菖蒲南中学校」の４つの学校が検

討の対象となっております。 

この４つの学校のうち、江面第二小学校につきましては、令和元年度から複式

学級の編制が見込まれるなど、小規模化が顕著で早急な対応が必要であったこと

から、優先的に検討を進めてきた結果、平成３１年３月に答申書を提出すること

ができました。 

ここで今までの説明に対してご質問があればお受けしたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

 ＜質問なし＞ 

議長 

（西崎会長） 

では、続いて当審議会の課題として、江面第二小学校だけでなく、残った小林

小学校、上内小学校、菖蒲南中学校の３校についても、学校統廃合等の適否に関

する答申を出さなくてはなりません。これらの学校に関する検討の状況について、

事務局から説明をお願いします。 
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事務局 

（目黒補佐） 

続きまして、江面第二小学校以外の３つの学校について、でございますが、ま

ず、小林小学校・菖蒲南中学校の状況についてご説明いたします。 

参考資料１の４ページ、経緯を示した表の中ほどの欄ですが、平成２９年１２

月１０日に菖蒲南中学校において、最初の説明会を行いました。 

その際には、約１６０人と、多くの地域住民の方がご参加いただき、主に学校

の現状についてご説明したところ、小学校については、地域コミュニティの中心

であり、災害時の避難所や選挙時の投票所となっている実情などから、学校統廃

合に対して大変厳しいご意見が多数ございました。一方、中学校については、生

徒数の減少で部活動の選択肢が少ないなどの理由から、学校統廃合に前向きなご

意見も見受けられました。 

このようなことから、教育委員会では、小規模化による学校運営への影響が大

きい菖蒲南中学校の検討を優先的に進め、平成３０年度からは、「令和３年４月

に菖蒲中学校と菖蒲南中学校を統合する」案をもって、主に保護者の皆様を対象

とした説明会等を重ねてまいりました。 

説明会等の回数は、現在までに合計４７回を数えており、保護者の皆様からは、

「通学の安全」、「統合時の子どもたちに対する配慮」、「制服等の対応」、「部

活動のあり方」といった、具体的な対応を求めるご意見が多くございました。 

そういった内容の詳細については、統合の方向性を決定してから、新校設立準

備委員会の中で協議のうえ方向性を検討するものとなりますので、まずは学校統

廃合を進める趣旨についてご説明し、早急に方針の決定を目指してきたところで

ございますが、資料の５ページ、一番上の欄になりますけれども、平成３０年１

２月と本年２月に保護者アンケートを実施したところ、関係学校である小林小学

校と栢間小学校では、「統合後の対応策に関して具体性が乏しく、不安である」

などの理由から、反対意見が多かった、という結果となりました。 

この結果を当審議会にも報告したところ、「保護者等へ丁寧に説明し、理解を

得るための時間が必要である」などの趣旨から、統合の時期を見直すことが適当

である、とのご意見をいただき、教育委員会では、統合時期の案を「令和４年４

月」と１年間延ばしまして、本年３月には関係の皆様へ周知を図ったところでご

ざいます。 

このような経緯から、現在は、統合後の対応策の案について検討した結果を保

護者の皆様にお示しし、ご意見を伺っているところでございます。 

具体的な状況につきましては、資料の６ページにまとめておりますので、ご覧

ください。 

まず、子どもたちの教育環境に関して、でございますが、学校の小規模化に関

する課題として、先ほども申し上げましたように、学級数の状況から教職員数が

減ってしまうという問題がございます。具体的には、３学級の編制となると、校

長・教頭・養護教諭を含めて、教職員の配置は１０人となり、各教科に担当教員

を配置できる必要人数が確保できないばかりか、事務担当の職員も配置されない

という状況になってしまいます。 

また、保護者等からの意見でも、子どもたちに目が行き届くといった小規模校

のメリットがある一方で、部活動の選択肢が少ないといったデメリットに対する
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ご意見もいただいております。 

このようなことから、子どもたちの教育環境を整えるため、一定の生徒数を確

保できるように学校統廃合等の検討を進めるものでございます。 

次に、統廃合した場合の対応に関して、でございますが、アンケート結果では、

小林小学校と栢間小学校の保護者から反対意見が多く、特に、統合の際、菖蒲南

中学校の在校生となる小学校高学年の保護者から多くの反対意見がございます。 

意見の内容としては、主に通学方法や通学時の安全性の確保に関すること、子

どもたちの心のケアや学級編制に関すること、制服等や部活動に関することにつ

いて、「統合しても安心だ」と思えるような対応や配慮を求められております。 

このようなことから、通学面では、スクールバスの運行について検討を進めて

いるほか、通学路となることが想定される道路において、安全対策を実施するた

めの検討を行っております。子どもたちへの配慮の面では、心のケア対策として

スクールカウンセラー等の相談体制の充実や、学級編制等の対応について検討を

進めているほか、関係中学校と調整して、教育課程等のすり合わせを進めており

ます。制服等や部活動については、子どもや保護者に心理的・金銭的な負担が生

じないような対応を検討しているところでございます。 

こうした点につきましては、小林小学校と栢間小学校の高学年保護者を対象と

した意見交換会等を開催して、統合後の対応に関する考え方のすり合わせを図っ

たうえで、改めてアンケート調査を実施して、一定の相互理解が図られているか、

確認する予定でございます。 

次に、今後の進め方について、でございますが、統合の方針決定などの時期に

ついては、多くのご意見・ご質問をいただいております。なかには、保護者の反

対が多ければ、統合時期を再度延期することや、統廃合を取りやめることはある

のか、といったご意見もございます。 

こうした点につきましては、菖蒲南中学校の学級数の状況を踏まえますと、統

合に向けた準備期間も考慮し、令和４年４月には統合できるように、速やかに検

討を進める考えでございます。具体的に今後のスケジュールを申し上げますと、

保護者等への説明やアンケートを実施して、１１月頃を目途に当審議会へ結果を

ご報告し、そのうえで、本年１２月末までには、答申をいただくことができるよ

う、進めてまいりたいと考えております。 

次に、統合の相手校について、でございますが、なかには小林小学校・栢間小

学校・菖蒲南中学校を統合し、小中一貫校を設置してほしいというご意見もござ

います。こうした点につきましては、中学校の小規模化を解消することができず、

統合によるメリットを最大限に生かすことができないという課題がございますこ

とから、引き続き、菖蒲中学校との統合を検討してまいりたいと考えております。

その理由としては、統合した場合の新校の位置となる菖蒲中学校は、菖蒲南中学

校と学区が隣接しており、菖蒲地区のほぼ中央に位置していること、中学校同士

の統合により、新校は適正規模の中学校となることが挙げられます。 

なお、小林小学校の統廃合等の検討につきましては、菖蒲南中学校の検討に関

して、統合の方向性など基本的な事項が決定できましたら、その後に順次取り組

んでまいりたいと考えております。 
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続いて、上内小学校の状況についてご説明いたします。 

資料の４ページに戻っていただきまして、表の中ほどの欄でございますが、上

内小学校につきましては、平成２９年１２月１０日に上内小学校で最初の説明会

を開催してから、現在までに上内小学校で合計５回の説明会等を行ってまいりま

した。 

上内小学校では、平成２９年度から平成３０年度にかけて、各年５月１日現在

の住民基本台帳の記録から推計すると、複式学級の編制は５年後においても見込

まれないという結果が出まして、他の学校の検討を優先して進めてきたのですが、

平成３０年度の終わりになると、学区内の住民に転居が多くあり、今年度の新１

年生が５人しかいないということが判明いたしました。その結果、来年度、令和

２年度には複式学級が編制される見込みで、５年後の令和６年度には、複式学級

が２学級となる見込みとなっております。 

このようなことから、上内小学校についても、早急な検討が必要であるという

ことで、今年度に入ってから、保護者を対象とした説明会等を逐一実施している

ほか、当審議会におきましても、統合の方法など、今後の進め方についてご審議

いただいているところでございます。 

具体的な状況を資料の７ページにまとめておりますので、ご覧ください。 

まず、子どもたちの教育環境に関して、でございますが、学校の小規模化に関

する課題として、令和２年度に複式学級の編制が見込まれるという問題がござい

ます。この点については、保護者からも、学力の低下を招くのではないかなどの

理由で、複式学級を編制しないでほしい、というご意見をいただいております。 

このようなことから、子どもたちの教育環境を整えるため、一定の児童数を確

保できるように学校統廃合等の検討を進めるものでございます。 

次に、統廃合した場合の対応に関して、でございますが、統合の相手校として、

鷲宮小学校・鷲宮西中学校が挙がっているものの、現段階では未定でございます

ことから、関係学校の保護者等のご意見を聴取できていない状況でございます。 

また、統合した場合の不安から、上内小学校の保護者より「子どもがいじめら

れるのではないか」、「むしろ学区を見直して、上内小学校を残してほしい」と

いうご意見をいただいた一方で、近隣の小中学校と統合して、小中一貫型の学校

である「義務教育学校」を新設する形であれば、学校統廃合に対して積極的なご

意見もいただきました。 

ここで、「義務教育学校」について簡単にご説明いたします。 

義務教育学校は、平成２８年４月に法制化された新しい形態の学校であり、小

学校６年間と中学校３年間の合計９年間を一貫して一つの学校で過ごすというも

のです。その結果、子どもの成長段階に応じた柔軟な学年区分の設定や、小学５

年生など早い学年の段階から、中学校と同じように教科担任制を導入するといっ

た、様々な教育活動に取り組むことができます。埼玉県内では、本年４月に春日

部市で県内初の義務教育学校が開校されました。 

こうしたことを保護者にご説明したところ、説明会後のアンケートでは、回答

者の半数以上から、義務教育学校の新設に前向きなご意見をいただきました。 

今後の方向性につきましては、保護者の不安を和らげるために、近隣学校との
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交流機会を拡充し、子どもたちの交流を深めていくほか、学区の見直しによる方

法では、小規模化の課題を解消できないことについて、引き続き丁寧に説明して

まいりたいと考えております。そのほか、保護者の意見を踏まえまして、義務教

育学校の新設に関する検討を進めるため、県内や関東地方における義務教育学校

の設置事例を調査し、実際に視察等を行うことで、研究を深めてまいりたいと考

えております。 

また、鷲宮小学校など関係学校の保護者等から、ご意見を伺うために説明会等

を実施してまいりたいと考えております。 

次に、今後の進め方について、でございますが、今のところ統合の相手校や方

法が未定であるほか、義務教育学校を新設する場合では、新たに学校施設の増設

といった施設整備が必要であり、その整備に時間を要するといった課題がござい

ます。こうした点につきましては、複式学級の編制が見込まれる上内小学校の状

況を踏まえますと、できるだけ早い段階で統合の方向性を決定できるよう、速や

かに検討を進める考えでございます。 

次に、統合の相手校について、でございますが、先ほども申し上げましたよう

に、鷲宮小学校との小学校同士の統合のほか、鷲宮西中学校も含めた義務教育学

校の新設という方法を検討しております。 

そうした中で、上内小学校の保護者からは、鷲宮小学校との統合について、反

対というご意見をいただいたことがある一方で、義務教育学校の新設には、前向

きなご意見が多くございます。 

これまでの審議会の中では、上内小学校の現状を考慮すると、早急に学校統廃

合等の対応が必要であるという点から、まずは鷲宮小学校との統合を進め、将来

的に義務教育学校の新設も見据えて、検討を進めたらよいのではないか、という

ご意見をいただいております。 

上内小学校が所在する鷲宮西中学校区では、関係学校の距離が短く、通学面の

課題が生じにくいなど、条件が恵まれておりますので、今後は、上内小学校のほ

かに関係学校の皆様からもご意見を伺いながら、当審議会でも引き続きご審議を

進めていただき、統合によるメリットを最大限に生かすことができる方法を検討

してまいりたいと考えております。 

 なお、本日の資料１、資料２につきましては、本年６月から７月にかけて、関

係学校で１学期の保護者参観が実施されており、その際に学校統廃合等に関する

説明会を実施したものでございますが、説明会の内容について記録した報告書で

ございます。 

 個々の内容につきましては、時間の都合もあり、本日は口頭での説明を割愛さ

せていただきたいと存じますが、保護者からの意見の状況を把握するという点で、

お時間のあるときに、ご確認いただければと存じます。 

 そのほか、当審議会の今年度第１回及び第２回の資料につきましても、本日概

要をご説明した点の詳細が記録されておりますので、市のホームページ等でご確

認をお願いいたします。 

私からの説明は以上でございます。 

議長 経緯の説明の中で、事務局からも話がありましたが、学校の小規模化の状況か
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（西崎会長） ら、現在は、主に菖蒲南中学校と上内小学校に関して審議を進めております。 

いずれの学校も、子どもたちの人数や、学級数の状況を考慮すると、早急に検

討を進めていかなくてはなりません。 

ただいまの事務局からの説明を受けまして、ご意見・ご質問等がありましたら、

お受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 ＜意見なし＞ 

議長 

（西崎会長） 

前の委員の審議の中で、是非、次の審議委員にも続けて頂きたいということは、

子ども達の人数が少なくなる、学級数が減少するということは、子どもの環境か

らして早く解決していかなければならない。菖蒲南中学校と上内小学校について

は、統廃合を進めていただきたい。それから、出来れば令和４年を目安にするた

め、期限を切ってしまうのですが、本年中に答申が出来ればと、前回の委員の中

には、意見として次の委員にお願いしたいということで説明が行われていると思

います。 

今説明がありましたとおり、菖蒲南中学校に関しては、早急な統合が必要だけ

れども、統合後の対応について保護者から様々な意見があり、その対応をしてい

かなくてはならない。また、審議会としても、統廃合の適否を判断するためには、

アンケート調査の結果などから、保護者が統廃合に理解を示しているか、しっか

りと把握したうえで結論を出さなくてはならない、といった課題があるわけです。 

事務局では、令和４年４月に菖蒲中学校と統合することを案として示していま

すが、統合に向けて必要な準備期間などから逆算すると、今年の１２月末ぐらい

までには、審議会としての答申を出さなくてはならないという状況です。 

それから、上内小学校に関しては、来年度に複式学級の編制が見込まれるなど、

ますます小規模化が進んでおり、早急な対応が求められています。 

保護者からは、複式学級はやめてほしい、小中一貫の新しい学校である、義務

教育学校を新設してほしいといった意見も出ておりますが、義務教育学校を設置

する場合には、校舎等を整備しなくてはならず、開校までに時間がかかるといっ

た問題があります。かといって、上内小学校の小規模化は待ってくれないので、

出来ればまず鷲宮小学校と統廃合して、その後鷲宮西中学校との義務教育学校を

設置するというような方法ならば、子ども達のために良いのではないかというこ

とでございます。 

そうしたことも踏まえまして、当審議会では、今のところ、まずは上内小学校

と鷲宮小学校を統合し、将来的に義務教育学校の開設も視野に入れて検討を進め

ていったらよいのではないか、という意見が出ております。 

 また、鷲宮小学校や鷲宮西中学校など、関係学校の保護者などから意見を聴取

していない状況なので、今後の検討を進めるには、そちらの意見も聴いていく必

要がある。 

 ただいま、沢山の事を説明していただいたわけですけれども、委員の皆様にお

かれましては、お時間のあるときに、今一度、関係資料をよくご確認いただき、

子どもたちの教育環境のことを第一に考えて、保護者等にそれをどう説明してい

くべきかを考えていただければと思います。また、学校統廃合等の適否に関する

お考えをまとめていただきたいと思います。 



16 

何かご意見・ご質問等はございますか。 

中村委員 事務局にご質問がございます。資料１で菖蒲東小学校での説明会を２回開いて

いて、２回で２人と書いてあるのですね。それから、栢間地区の住民、小林地区

の住民に対する意見交換会では、栢間が３人、小林が０人となっているのですね。

この背景というものを把握しているかをお伺いします。 

事務局 

（目黒補佐） 

まず、資料１の１ページ目の菖蒲東小学校における保護者対象の説明会の参加

人数なのですけれども、こちら学校と調整した際に、保護者懇談会や授業参観等

の日程の都合で、授業参観の開始前の１３時から１３時半という時間を頂いて、

説明会を設定したところでございまして、説明会に参加するためには、保護者の

方が授業参観よりも早い時間にお越しいただく必要がございました。また、平成

３０年の１１月にも統廃合に関する説明会を実施したことがある中で、ある程度

内容について把握していただいていたという部分があったのかと推測しておりま

す。そのような事もございまして、本年６月の改めての説明会ではそれほど参加

者数が伸びなかったのではないかと推測しております。 

それから、地域の方への意見交換会ということですが、まず、栢間地区につき

ましては、これまでも説明会に何度も足を運んで頂いていた比較的関心が高い方

がいらっしゃっていたのが実情でした。また、小林地区につきましては、地区の

集まりや会合との重複も一部あったようで、参加者がなかった状況でございます。 

実際に、この人数から考えますと、特に地域の皆様においては、中学校の統廃

合について、直接、地域生活との関係性というものが小学校に比べると色濃くな

いということもありまして、保護者の考えに沿った形であればと受け止めていた

だいているのではないかと推測しているところでございます。 

中村委員 そうしますと、菖蒲南中学校の統廃合については、ある程度理解していると思

ってよろしいですか。 

事務局 

（目黒補佐） 

まだ、個々の説明会等における全体的な意見の傾向として、地域住民の皆様が

菖蒲南中学校の統廃合について、やむを得ないという趣旨のご意見ははっきりと

聞ける段階に至ってはないですけれども、ただ、説明会等の状況から踏まえます

と、当初あったような強い反対意見と申しますか、そういったものはだいぶおさ

まっているような状況で、ある程度統合の趣旨といいますか、理解というものは

徐々に浸透してきている部分があるかと考えております。 

中村委員 前回の江面第二小学校でのことが、頭の中にちらっと残っていたもので、地域

の陳情書まで出たと。最終的には上手い方向に進めることが出来ましたけれども、

とりあえず、そこまで心配したということです。以上です。 

議長 

（西崎会長） 

保護者や地域住民の方々に統廃合に対する理解というものは、ある程度進んで

いるのだけれども、実際にそれが起こったときにどういう影響があるかというと

ころで、細かな反対とか賛成とかいうものが聞き取れていないのではないかとい

うようなことで。統廃合しなければならない状況ということは理解しているので

はないかというのが説明会の状況。ただまだ、何人かは理解しきれない状況や理

解はしていても色々な条件がくっついてくる。服装とか通学距離とか学級編制と
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かそういう問題がくっついてきている。それらについては、一応この答申が出た

後に様々な会合がもたれると説明しているが、それも十分理解されていないとこ

ろがある。そういう状況であります。他にございますか。 

斉藤委員 前回の会合で色々菖蒲南中学校と上内小学校のことでお話して、ほぼ決まって

いるような感覚みたいな感じで進められたかと思うのですけれども。その中で、

特に菖蒲南中学校のスクールバスとか通学路の安全確保とか、我々もやった方が

良いのではないかとお話しましたし、制服とかの部分もやれば多分賛成意見は多

くなるのではないかと。保護者としても、スクールバスというのは重要ですし、

通学路の安全確保にしても交差点が大きくあるという話でしたよね。あちらの方

は進んでいるのでしょうか。それと、制服については、体操着もあるし、部活動

もありますよね。それを事前の統合する前の段階で、制服を統一しちゃうのか、

制服の問題は、１年生になってすぐに廃校になるからこっちの制服に合わせてく

ださいと言われても、すぐにお金は出せないですし、ましてや部活動に入ってい

れば、全部名前が変わってしまうので、この辺のケアというものは早い段階で決

めていただいて、学校側で動いてもらうということは必要だと思います。そうす

れば保護者もある程度は納得すると思いますね。中学校の部分で見ると、勉強が

どうこうとか中身がどうこうというのはほとんど無いので、考え方の方向性の部

分のアンケートをちゃんとしてあげれば、中学校の統廃合については上手くいく

のではないかなと思います。あと小学校の部分は、前の話し合いでもあったので

すが、早急にするにはやはり小学校同士での統合が、経費の問題もあるでしょう

し、早く進めるには一番良いという結論に至ったので、この上内小学校の場合の

方針はかなり議論しましたので、出来れば前回の状態で進めていっていただいた

方が、良いのではないかと思います。以上です。 

議長 

（西崎会長） 

統廃合にかかわる子ども達や保護者の側から見れば、安心、安全な通学路にな

っているか、あるいはスクールバスがどうなっているのか。それから、服装に対

してどのようになっているのかということが、早めに分かると統廃合についての

理解というものが深まるのでないかということ。これは、前から話が出ていて、

委員会としてもその辺は考えていきますと答えていると思いますね。事務局の方

からいかがですか。 

事務局 

（目黒補佐） 

菖蒲南中学校の統合後の対応の件については、先ほど少し申し上げましたが、

６月から７月にかけての説明会でも資料を配らせて頂いて、私どもの方で検討し

た対応案という形でお示しさせていただきました。まだ、あくまで仮定の段階で

すので、例えばこういう方法がありますよという提案にとどまっておりますが、

その中で保護者の方から色々なご意見を頂いたと、本日お配りした資料１のなか

に記述されている内容がその質疑応答の記録ということでございます。その中で、

まだ服装の話もありましたし、スクールバスの事も図面でお示ししたので、だい

ぶ話は進んだのですが、いくらかありました。あとは、安全対策の事と学級編制

の事などが今回大きく話がございました。その辺のご意見がやはり強いのは、関

係学校である小林小学校や栢間小学校の高学年の保護者の方という実態もござい

まして、今後９月、１０月を目途に事務局の方でも、特に強い不安がある、統合
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時の当事者となる小学校高学年の保護者の方を対象とした意見交換ということ

で、細部に入ったお話し合いをしていきたいと考えているところです。それから、

上内小学校の件については、ただいま斉藤委員さんから頂いたようなお話で審議

を深めて頂いたと理解しておりますが、まだ、鷲宮小学校や鷲宮西中学校の方の

ご意見を聞けていない状況なので、今後方向性を詰めて頂く中では、関係学校の

ご意見も聞いてまいりたいと思いますので、その辺も踏まえながらご審議を進め

て頂ければと思います。 

議長 

（西崎会長） 

よろしいでしょうか。９月、１０月に少し小学校の５、６年の保護者を対象とし

て、もう少し詳しく意見交換していく。最終的に保護者の意見を取り上げながら、

答申等を進めていくという事務局の考えでございます。他にございますか。 

 ＜意見なし＞ 

議長 

（西崎会長） 

新しい委員の方におかれましては、今までの資料をもう一度振り返って頂くな

り、あるいは、内容が理解しきれないということがございましたら、事務局の方

にご対応いただいて、資料等をご用意いただくなどしていただければと思います。 

それでは、もしご意見が無ければ、本日の議事を終了させていただければと思

います。次回また開かれるまでに自分の考えを整理していただき、次に何が問題

になって何を考えればよいか少しまとめてきていただくと入りやすいのではない

かと思います。よろしくお願いいたします。それでは、本日の議事を終了し、議

長の任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。 

当審議会の次回の会議につきましては、関係学校で説明会等を開催し、アンケ

ート調査を実施いたしまして、１１月頃を目途に開催したいと考えております。 

日程が決まりましたら、委員の皆様に改めて文書でご案内させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 ５ 閉会 

司会 

（森下主幹） 

閉会にあたりまして、川羽田副会長からごあいさつをいただきたいと存じます。

川羽田副会長、よろしくお願いします。 

川羽田副会長 本日は事務局より、学校統廃合等の検討に関する背景や答申に向けた考え方に

つきましてご説明頂きありがとうございました。ご説明いただいたことで、現在

までの進捗状況、そして、関係小・中学校の統廃合に対する課題について理解す

ることが出来ました。今後は、それぞれの該当校の統廃合に対する課題解決に向

けて審議をしていくこととなりますが、さらに資料を読み込むなどして勉強して

臨みたいと思います。委員の皆様におかれましても、お考えをおまとめ頂き今後

とも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。以上をもちまして、令和元年度第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。 
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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９月１７日 

会 長  西 崎 道 喜 

委 員  清 川   洋 

 


