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菖蒲南中学校の統廃合等の検討に関する説明会報告書 
（菖蒲地区小・中学校保護者対象） 

 

１ 菖蒲東小学校保護者対象 

 

①  日時 令和元年６月２４日（月）１３時～１３時３０分 

場所 菖蒲東小学校 体育館 

参加者 ０人 

事務局 学務課 森下主幹、目黒課長補佐、齋藤担当主査 

②  日時 令和元年６月２５日（火）１３時～１３時３０分 

場所 菖蒲東小学校 体育館 

参加者 ２人 

事務局 学務課 森下主幹、目黒課長補佐、齋藤担当主査 

 

【主な意見、質問】 

 

・統合はまだ案のようだが、どのように方針は決定していくのか。 

⇒現在、菖蒲地区の各小・中学校で意見交換会や説明会を実施しているところである。

そうした中で、保護者や地域から一定のご理解をいただけたと判断できるようになれ

ば、久喜市立小・中学校学区等審議会の意見なども踏まえて、教育委員会の方針とし

て統合の決定をしていくところである。 

  

資料１ 
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２ 栢間小学校保護者対象 

 

日時 令和元年６月２６日（水）１３時００分～１３時４０分 

場所 栢間小学校 図工室 

参加者 ２０人 

事務局 学務課 森下主幹、目黒課長補佐、齋藤担当主査 

 

【主な意見、質問】 

・菖蒲中学校区内でも説明会を行っているのか。 

⇒今回の説明会は一昨日と昨日実施した菖蒲東小学校から、順次菖蒲地区内の全小・中

学校において実施する予定である。 

 

・自分の学校区内の説明会に関する報告書は、たまに配られてくるので認識しているが、

それ以外の地区での報告書は見られないのか。 

⇒このような説明会等を実施した後にお配りしている報告書は、基本的には他の学校の

状況も含めて、一式を取りまとめ、確認いただいているところである。 

 

・菖蒲地区全体を集めての説明会は行わないのか。 

⇒現在、菖蒲地区内の全小・中学校の保護者を対象とした説明会を各校で実施しており、

今後、栢間・小林地区の地域の方との意見交換会も予定しているところである。全体

を集めてということについては、今後、検討していく。 

 

・学用品の買い替えに体操着は含まれるのか。 

⇒制服や体操着等については、保護者に新たな負担が生じないように、統合時の在校生

となる現在の５・６年生から、菖蒲南中学校と菖蒲中学校の両校の制服や体操着等を

統一する案を検討している。また、統合後の新入生となる現在の４年生からは、新校

の設立準備のなかで、新しい制服や体操着等にすることを検討しているところである。 

 

・制服等を統一するという話は菖蒲中学校区内の方々も知っているのか。 

⇒制服等を統一するという案については、今回の説明会で配布する資料において示して

おり、現在順次実施している説明会を通じて説明していくところである。 

 

・説明のなかで、７月１３日（土）の菖蒲中学校のオープン参観の話をしていたが、学

校運営協議会委員等に案内はないのか。 

⇒今回の取り組みとしては、通常菖蒲中学校区内の小学校６年生の保護者を対象に案内

していたものを、菖蒲南中学校区内の小学校６年生の保護者まで広げて案内していた

だいたものと伺っている。今後、同じような機会があった際には、学校運営協議会委

員等などにもご案内していただけるよう学校側と検討していく。 
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・新校設立準備委員会の構成はどのようになるのか。 

⇒新校設立準備委員会は委員を２０人以内としている。その構成としては、現在すでに

動き出している江面第二小学校の例を挙げると、関係学校の保護者、地域住民の方々、

関係学校長・教頭、学校運営協議会委員、学識経験者となっているところであり、菖

蒲地区で準備委員会を立ち上げる場合にも同様の形になるものと考えているところ

である。 

 

・その場合、保護者や地域の方々の人数はどのようになるのか。 

⇒基本的に両校の保護者等の人数が同数になるようバランスに配慮しているところで

ある。 

 

・バス停に自転車置き場はあるのか。 

⇒バスの乗降場所までは、基本的に徒歩を考えている。もし、現在の案の乗降場所まで

距離が長いなどの課題があれば、乗降場所を追加するなどの見直しを検討していく。 
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３ 菖蒲小学校保護者対象 

 

日 時 令和元年７月２日（火）１６時１０分～１６時３０分 

場 所 菖蒲小学校 大多目的室 

参加者 １１人 

事務局 学務課 森下主幹、目黒課長補佐、齋藤担当主査 

 

【主な意見、質問】 

・新校設立準備委員会は９月までに出来るのか。 

⇒新校設立準備委員会については、方針を決定してから設置することとなる。 

 

・その方針というのは、いつ決定されるのか。 

⇒教育委員会では、統廃合が適当かどうかを小・中学校学区等審議会にお伺いしている

ところなので、そのお答えをいただいた上で、教育委員会の定例会において、方針決

定の議案が決定されれば、方針の決定ということとなる。その期間としては、最短で

も３ヶ月程度を要するものである。 

 

・検討中の段階で具体的なお話が難しいということは理解するが、移行期の子どもを持

つ保護者として、制服等の買い替えにより新たな費用負担が生じることを心配してい

る。希望としてお伝えするが、制服等の方向性については、一番に決めてもらい、移

行期間を十分に設けてもらいたい。新しい制服等も早めに決めてもらうことで、下の

子どもがいる家庭では、使いまわすことも可能になる。 

⇒新しい制服等というのは、保護者の方々にもご参加いただく新校設立準備委員会のな

かで話し合い検討していくことになる。その中で、いま頂いたようなご意見もあると

思うのでしっかり反映して決めていきたい。 
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４ 三箇小学校保護者対象 

 

①  日時 令和元年７月２日（火）１３時３０分～１３時５０分 

場所 三箇小学校 体育館 

参加者 １６人 

事務局 学務課 森下主幹、目黒課長補佐、齋藤担当主査 

②  日時 令和元年７月３日（水）１３時００分～１３時２５分 

場所 三箇小学校 パソコン室 

参加者 １０人 

事務局 学務課 森下主幹、齋藤担当主査 

 

【主な意見、質問】 

・現在の６年生から新しい制服等になるということか。上の子どもの制服等を使いまわ

したいと考えているが、それは出来ないということか。 

⇒９月末日までに教育委員会の方向性が決定した場合に、統合後の制服等を検討すると

いうのは、統合後の新入生となる現在の小学４年生からである。移行期にあたる現在

の小学５・６年生については、中学校への進学時に菖蒲南中学校と菖蒲中学校の両校

の制服等を統一したものとすることで服装の違いによる戸惑いを解消したいという

案を示しているところである。 

 

・スクールバスについて、５kmを超えるからという話があったが、三箇小校区から菖蒲

中に通う子どものなかにも、５km程度ある子どもはいると思うが、そちらへの対応は

ないのか。 

⇒通学路の確認等の資料などをもとに、現在の生徒で通学距離が５kｍを超えている子

どもはいないと認識している。また、栢間地区でのスクールバスの運行というのは、

歩道が無い広域農道を横断しなければならないという課題が大きかったため検討さ

れたものである。菖蒲中学校区内でも５km 近い通学距離がある生徒がいることは理

解しているが、通学距離と交通事情などを考慮のうえ、一定の線引きをさせていただ

くところである。 

 

・通学路の安全対策ということで、防犯灯の増設という話があったが、防犯カメラは付

かないのか。 

⇒市の関係課との会議などを通じて、検討していく。 
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５ 小林小学校保護者対象 

 

①  日時 令和元年７月４日（木）１４時４５分～１５時３０分 

場所 小林小学校 図書室 

参加者 ３６人 

事務局 学務課 森下主幹、目黒課長補佐、齋藤担当主査 

②  日時 令和元年７月５日（金）１４時４５分～１５時３０分 

場所 小林小学校 図書室 

参加者 ３９人 

事務局 学務課 森下主幹、目黒課長補佐、齋藤担当主査 

 

【主な意見、質問】 

＜7月 4日分＞ 

・菖蒲中学校にあり、菖蒲南中学校にない部活に入ることができるのか。 

⇒そのような部活の例として、サッカー部や剣道部があると思うが、平日の授業終了後

等に中学校間を移動することはその手段や安全性の面から認めることは難しいと考

えているところである。土日に練習の参加などという形については、今後検討してい

きたい。 

 

・制服等の切り替えについて、統合後の中学校では現在の制服は着られないということ

なのか。 

⇒基本的に、新校設立準備委員会というものを設置し、そのなかで、制服等についても

検討していくものになる。その審議のなかで、新制服にしようという意見になるか、

旧制服でよいのではないかという意見になる可能性もあると考えている。 

こちらにあるものは、あくまで事務局案として提案していくものであり、そのなかで

は、統合時の在校生については、統合前の中学校の制服等を着用出来るようにしてい

く考えである。 

 

・制服等について、両校を統一という案が示されているが、菖蒲南中学校に通うのに菖

蒲中学校の制服だったりするとおかしいのではないか。在校中は菖蒲南中学校の生徒

は菖蒲南中学校の制服等でよいのではないか。 

⇒この案というのは、今までの意見交換会や説明会のなかで、統合時に制服等の違いに

より、生徒が戸惑うのではないかというご意見をいただいたことで検討した事務局の

素案である。今後、具体的な検討をする際には、そのような意見もあったことは参考

にしていく。 

 

・統合について、もっと子ども達自身に意見を聞くようにしなければだめだと思う。 

（意見） 

 



7 

・部活の関係の説明のなかで、指定校外就学について記載があるが、菖蒲中学校にある

部活をやりたいと言えば、中学１年生から菖蒲中学校に通うことは可能なのか。 

⇒指定校外就学については、様々な要件があり、教育委員会において、個別に相談させ

ていただいているところである。ホームページにもその基準については公開している

ところなので、要件に該当するかをご確認いただき、希望するのであれば、相談のう

え、申請してもらうこととなる。 

 

・本題と少し逸れてしまうかもしれないが、丸谷地区の者が小林小学校に入学するため

の手続きをする際の文書において、通学時に何かあっても教育委員会では責任を取ら

ないといったような文言があり、不適切だと思っている。先ほどの指定校外就学につ

いても、同様の文言が入っているのか。入っているのであればそれは不適切ではない

のか。 

⇒お話しいただいている内容については、申請書に記載のある「通学時における事故等

については、保護者が一切の責任を負います。」ということについてだと思うが、こ

の文言については、指定校外就学申請時の書類にも同様に入っている。これは、仮に

事故等にあった場合に、指定校外就学を認めたから事故等にあったのだというような

話にならないよう記載させていただいている。表現については、今後検討していく。 

 

 

＜7月 5日分＞ 

・子どもたちへのアンケートの実施時期や内容は。 

⇒時期については、統合の方向性が決定した後になる。内容については、統合後の学校

でのクラス編制やスクールバスの利用など子ども達の目線で望む事などを聞いてい

きたいと考えている。 

・ぜひ子どもの意見を最優先にしていただき、なるべく早めにアンケートを実施してく

ださい。（意見） 

 

・アンケートでの子どもの意見はどの程度反映されるのか。中学３年生は受験の年にな

る。ただでさえ、受験のストレスがあるのに、新しい人間関係を作るとなると大きな

負担となる。統合の際、菖蒲南中学校の子どもだけで１クラスに出来ないのか。 

⇒アンケートに記載された内容については、なるべく反映出来るようにし、子ども達の

中学校生活に影響がないような形で進めていければと考えている。学校の学級編制に

ついては、法律等で基準があり、それを超えての編制を行うということは難しい。菖

蒲南中学校からの生徒だけで１クラスというのは、現実的には難しいと思うが、４ク

ラスになってみんなバラバラというようなことが無いように配慮をしていきたい。 

 

・授業で統合の話が出ていることについて、子ども達だけの話し合いで意見を聞いたら

どうか。 

⇒今までの説明会等については、保護者や地域の方々に対して実施してきた。そのなか
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でいただいたご意見というものは、家庭などにおける子ども達の意見が集約されたも

のだという認識を持っているところである。 

 

・子ども達が統合の問題を考え、話し合う機会を設けたらどうか。 

⇒今後の参考といたします。 
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６ 菖蒲南中学校保護者対象 

 

日時 令和元年７月１０日（水）１６時４５分～１７時３０分 

場所 菖蒲南中学校 視聴覚室 

参加者 ５人 

事務局 学務課 森下主幹、目黒課長補佐、齋藤担当主査 

 

【主な意見、質問】 

 

・スクールバスの停留所までは徒歩なのか。 

⇒現在の案としては、自転車置き場を確保することが難しいので、徒歩を検討している。

もし、徒歩による通学距離などに課題があれば停留所を増やすなどの対応を検討した

い。 

 

・停留所を増やすことはあっても、自転車が可能になることはないのか。 

⇒停留所の候補地としている場所については、敷地が限られており、自転車置き場を確

保することが難しい状況であることから、基本的に停留所までは徒歩で来ていただく

ことを考えている。停留所については、２０分歩かないと停留所にいけないというこ

とが無いように設定していきたい。 

 

・９月末までに教育委員会の方向性が決まったら、統合する期日は変わらないというこ

とか。 

⇒ここで、お示ししている教育委員会の方向性というものについては、統合の時期や統

合後の学校の設置場所などについて決定するものである。なお、実際のバスの運行な

ど具体的な事については、保護者や地域の方などで構成される新校設立準備委員会の

なかで、協議の上、決定していく考えである。 

 

・制服は新制服になるのか。それとも、菖蒲中学校か菖蒲南中学校のものになるのか。 

⇒あくまで、新校設立準備委員会のなかで最終決定していくこととなるが、考え方とし

てこういった対応が想定されるという案をお示ししているところである。 

 

・それでは、現段階では、新制服になるか、現在使っている制服を使用するかも決まっ

ていないということか。 

⇒教育委員会の方向性も決定していない段階で最終決定ということは出来ない状況で

ある。新校設立準備委員会のなかで決定していくこととなるため、今は様々な提案を

させていただきながら保護者の皆さま方にご意見をいただいて検討しているところ

である。 
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・その考え方はきちんと共有されているのか。前に他校の保護者が教育委員会に問い合

わせたときに、新しい制服は今からでは無理なので菖蒲中学校か菖蒲南中学校の制服

になると言われ、さらに、菖蒲中学校の方が人数は多いため、菖蒲中学校の制服等に

なると言われたと話していた。 

⇒話が断片的に伝わっていると思われる。ここで示した案のように統合時の在校生とな

る小学５・６年生が中学校進学時に制服等を統一するとした場合、新制服等に切り替

えるというのは、時間的に難しく、子どもに対する配慮などから、どちらかの学校の

制服等に統一する場合について説明している。 

そのなかのひとつの案として、例えば菖蒲中学校のものに統一するといった話をした

ものである。こういった対応案によって、保護者の方の買い替え費用について負担が

生じないように検討しているものである。 

そういった事を説明してきたものが、断片的に皆さんに伝わっているものではないか

と考えるところである。 

 

・運動着等についても同様か。 

⇒運動着等についても同様の対応を考えている。 

 

・統合前から、菖蒲南中学校の在校生には、２つの制服等を着ている生徒がいるという

ことか。 

⇒先に制服等を揃えるということになれば、そのような場合も考えられる。しかし、説

明会等を行い、皆さんから意見をいただくなかで、同じ学校のなかに２つの制服等が

あるのはおかしいという意見もあった。私達も、どの方法が最善であるかというのは、

教育委員会の判断だけで決められないことであるため、今後、関係者によって構成さ

れる新校設立準備委員会の会議のなかで、一番よい方法を検討してもらいたいと考え

ている。 

 

・指定校外就学という制度について、噂話であるが、栢間小学校の小学６年生が来年か

ら菖蒲中学校に通うのは、基本的には難しい条件をクリアしなければ許可されないが、

小林小学校の場合は自由になったと聞いたが本当か。 

⇒これまでの説明会の質疑において、指定校外就学についての質問があり、その基準に

ついて、ホームページ等に掲載している旨の案内をしたことはあるが、これは、栢間

小学校であっても、小林小学校であってもその条件は当然変わるものではない。 

 おそらく、柴山枝郷丸谷地区の子どもについては、栢間小学校と小林小学校のどちら

に行くかを選択出来るという話をしたので、その件と混同しているのではないかと考

えられる。 
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・統合後のクラス編制はどのようになるのか。１クラス３、４人といった事にならない

か。 

⇒出来る限り、子ども達の意見を反映させたものにしていきたいと考えている。 

統合後の４クラスを編制する際、菖蒲南中学校の生徒を均等に割り振ると、各クラス

９人程度となるため、そういったバラバラになってしまうという事が無いように十分

配慮していきたいと考えている。 

 

・新校ということは名前等も変わるのか。 

⇒新校設立準備委員会のなかで、名前の決め方も含めて話し合いで検討していきたい。 

 

・変わらない可能性もあるのか。 

⇒検討した結果、現在と同じ名前が良いという話にまとまれば、そういった事もあり得

る。 

 

・９月末までに方向性が決定されなければ、統合時期は再び延期されることはあり得る

のか。 

⇒実際１年間延期している経緯があるので、絶対にないとは言えないところである。 

しかし、中学校の現状は喫緊の状況であるので、９月が駄目でも、１０月、１１月、

年内といったように、時期については少しでも早い対応をしていきたいと考えている

ところである。 
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７ 菖蒲中学校保護者対象 

 

① 日時 令和元年７月１３日（土）１４時３０分～１４時５０分 

場所 菖蒲中学校 ４階多目的室 

参加者 ４１人（中学１年生保護者） 

事務局 学務課 森下主幹、目黒課長補佐、齋藤担当主査 

② 日時 令和元年７月１３日（土）１５時０５分～１５時２５分 

場所 菖蒲中学校 ３階多目的室 

参加者 ２１人（中学２年生保護者） 

事務局 学務課 森下主幹、目黒課長補佐、齋藤担当主査 

③ 日時 令和元年７月１３日（土）１５時３０分～１５時５０分 

場所 菖蒲中学校 １階多目的室 

参加者 ６人（中学３年生保護者） 

事務局 学務課 森下主幹、目黒課長補佐、齋藤担当主査 

 

【主な意見、質問】 

 

・小林・栢間地区からの通学で何か事故等があった場合に、保険が出ないという話を聞

いたが本当か。 

⇒以前の説明会において、指定校外就学等の申請書の文言で「通学時における事故等に

ついては、保護者が一切の責任を負います。」とあることについて、通学時に事故等

があっても保険が出ないのではないかといった質問があった。これは、指定校外就学

を認めたことが事故等につながったという話は受け付けませんよといった意味合い

の内容であると説明したところである。菖蒲中学校が指定校になり、通学する場合に

事故等にあってしまったら保険の適用になるものである。 
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菖蒲南中学校の統廃合等の検討に関する意見交換会 報告書 
 

１ 栢間地区住民対象 

 

日時 令和元年７月２３日（火）１８時００分～１９時１５分 

場所 森下公民館 第一会議室 

参加者 ３人 

事務局 学務課 森下主幹、目黒補佐、齋藤担当主査 

 

 

【主な意見、質問】 

・小中一貫校を検討することはしないのか。このまま学校がなくなってしまうと賑わい

が失われてしまうことを心配している。 

⇒小中一貫校という考え方については、適正規模・適正配置の基本方針において方法の

ひとつとして定めているところである。しかし、小林小学校、栢間小学校、菖蒲南中

学校で小中一貫校を設置しても、中学校の部分はクラス替えが出来ないなど今までと

変わらないため、子ども達の教育環境という面から菖蒲中学校との統合案を検討して

いるところである。 

 

・小林小学校と栢間小学校の統合の検討はどのようになっているのか。 

⇒今回の説明においても、小学校の児童数の減少という実情については、資料３で説明

したように認識しているところである。現状としては、まず緊急性の高い菖蒲南中学

校の統合の検討を最優先で進めているところである。 

 

・まちづくりという観点からは、様々なことを中学校区単位で考えると良いと思ってい

る。統合して菖蒲地区に中学校がひとつになってしまうと少ないのでは。人口増に向

けての方向性はないのか。県と調整するなどの対応はしていないのか。 

⇒久喜市の総合振興計画などを見ても、現在菖蒲南中学校区において、開発等の土地利

用に関する具体的な施策というものは予定されていないところである。この地域は農

業振興地域となっており、農業の保護という観点から住宅用地とすることは多くの手

順が必要である。また、一定の条件を満たす方が農地転用の手続きをする際、まず、

農振除外をするためには、許認可というものではなく、行政計画の変更となるため、

県や関係各所との調整が必要となり、完了までに約１年間かかってしまうこともある

など手続きに時間がかかるものとなる。 

 

・小学校の児童数の減少を伝えると、伝統ある小林小学校や栢間小学校が無くなってし

まうのではないかと、地域や保護者の人が聞くと不安になってしまうのではないか。 

⇒不安に思う気持ちは理解出来るが、一方で事実として把握しているものについては、
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保護者や地域の皆様にも知って頂く必要があると考え、資料にも掲載させていただき

説明しているところである。 

 

・７月１３日に開催された菖蒲中学校のオープン参観に小林・栢間地区から参加された

のは１人ということだが、どちらの地区からの参加者か把握しているのか。 

⇒小林地区の保護者であると伺っている。 

 

・新校設立準備委員会を設置して検討していくと説明していたが、委員の候補者はいる

のだろうから、プレ準備委員会を各校に設置してはどうか。 

⇒新校設立準備委員会を設置する際には、菖蒲南中学校区の保護者だけでなく、菖蒲中

学校区の保護者にもご参加いただき、また、校長先生などの教職員や学校運営協議会

委員、学識経験者などにも参加いただく予定である。そこで様々な課題について協議

し、検討いただく事を予定している。なお、新校設立準備委員会は２０人以内として

いるため、各校からの保護者の参加は１～２人となると想定される。 

 

・高学年よりも低い学年の方が影響を受けるのだから、低学年の保護者などにも菖蒲中

学校の現状を見る機会を与えてあげて欲しい。 

 

・スクールバスは上栢間からスタートするということになっている。バスがどちらから

来るのか分からないが、小林地区の方からやってくるのであれば、小林地区でも遠い

子ども達はいるので乗せてあげることは出来ないのか。 

⇒現状は乗せる事は難しいと考えている。栢間小学校区の生徒は、安全面でなるべく問

題のない道路を通っていくと教育委員会で定めた基準である５km を超えるうえ、広

域農道を横断しなければならないため、スクールバスを検討しているものである。 

小林地区でも遠い生徒がいることは把握しているが、他の地区でも遠い距離を通学し

ている生徒はおり、公平性を考えるためには、どこかで線引きすることが必要になっ

てきてしまう。その分、通学路の安全対策などをしっかりやっていきたい。 

 

・市で使わなくなった制服等をストックして、貸し出ししたらよい。また、鴻巣市では

使わなくなった制服等を、バザー等を開催して、安く譲っているといったこともして

いると聞いた。是非参考にして欲しい。 

 

・地域の人にとっての小学校というものの意義を考慮して欲しい。 

⇒小学校の統合について検討する場合には、中学校の統合と比べて、地域コミュニティ

の活動の場として中心的な役割を果たしていることは認識しているため、地域振興や

跡地利用に関する視点も含めて、より地域の方々の声にも耳を傾けていきたいと考え

ている。 
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・教育課程のすり合わせを今年度から実施しているということだが、中間テストの実施

日が２日に分かれるなどの対応は良いとは思わない。今後、様々なすり合わせをして

いくのだと思うが、あれもこれも菖蒲中学校に合わせるようなことにならないように

して欲しい。 

 

・統合後の学校において、菖蒲中学校からの生徒と菖蒲南中学校からの生徒でクラスを

分けてほしいという保護者の意見があったと聞いているが、それが逆にいじめに繋が

ったりしないのか心配である。 

 

・子ども達は幼稚園などで一緒だったりしているので、まったく知らないわけではない

のでは。子ども達は大人が考えるよりも、柔軟性が高く上手に対応していけるのでは

ないか。 
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２ 小林地区住民対象 

 

日時 令和元年７月２４日（水）１８時００分～１８時４０分 

場所 菖蒲総合支所 ボランティアビューロー 

参加者 ０人 

事務局 学務課 森下主幹、目黒補佐、齋藤担当主査 

 

【主な意見、質問】 

（参加者０人につき、４０分待機後解散） 

 


