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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） 

ただいまから、令和元年度第４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。

したがいまして、久喜市立小・中学校学区等審議会条例第７条第２項に規定され

ている会議の開催要件を満たしていることを報告させていただきます。また、本

日の傍聴者は３人でございますので、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 皆様、おはようございます。お忙しい中、お集まりいだたきまして、第４回の

審議会が開催出来ますことを大変光栄に存じております。この頃の天気で、温度

差の激しい中、十分健康に留意されることを期待しています。特に今年度はイン

フルエンザがだいぶ早めに流行していることを考えますと、こういう温度差の中

で、子ども達が教室でひとりでも風邪を引いていると、色々な感染等が考えられ

ますので、日ごろの健康観察をそれぞれの学校や家庭で行って頂くことが大切な

のかなと思います。特にインフルエンザは１２月以降に前は流行したのですが、

今年は夏休みの後から流行したようで、そういう状況でございますから、今から

留意していただくことが重要なのかなと思います。それでは、さっそくですが、

久喜市立小・中学校学区等審議会の第４回会議を開催したいと思います。よろし

くお願いします。 

 ３ 議事 

司会 

（森下主幹） 

会長、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、名簿順で染谷委員を指名しますので、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・中学校の統廃合等の検討について」は、

菖蒲南中学校の関係についての審議と伺っております。はじめに、資料の説明を

お願いします。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

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。 

令和元年９月２７日と３０日において、菖蒲南中学校区内の小学生保護者のう
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ち、令和４年４月に統合する際に中学校の在校生となる現在の小学５年生及び小

学６年生の保護者を対象として、菖蒲南中学校の統廃合等の検討に関する意見交

換会を実施いたしましたのでご報告します。 

それぞれの実施日時及び参加人数等につきましては、資料１の１ページにお示

ししたとおりでございます。また、意見交換会において配布した資料は、参考資

料１のとおりでございます。 

続きまして、意見交換会におけるご意見、ご質問等の概要について申し上げま

す。 

はじめに、資料１の１ページ、小林小学校の５年生保護者におきましては、統

合後の通学に関することとして、県道さいたま菖蒲線の横断歩道に信号機の設置

を求めるご意見、県道川越栗橋線の小林交差点における改良事業に関するご質問、

下校時の通学の安全性に関するご意見がございました。 

続いて、資料の２ページでございますが、統合後の制服等に関することとして、

菖蒲南中学校の制服を着る生徒数が少なく、服装を切り替えるなら全額補助を出

してほしいというご意見、他自治体における制服等の買い替え補助の事例に関す

るご質問がございました。 

また、統合時における両中学校の生徒の人数比から、吸収合併のように感じら

れるので、人数比率も含めて、子どもたちに配慮して検討してほしいというご意

見がございました。 

続いて、部活動に関することとして、現在菖蒲中学校にしか設置されていない

部活動への参加に関するご質問、統合前にあらかじめ菖蒲中学校へ通学させたい

という指定校外就学に関するご質問がございました。 

続いて、資料の３ページでございますが、新校設立準備委員会を設置してから

の準備期間に関するご質問、他自治体の統合事例における準備期間に関するご質

問、統合の方針を決定する時期に関するご質問がございました。 

続きまして、同じく資料の３ページ、小林小学校の６年生保護者におきまして

は、統合後の通学に関することとして、５年生保護者と同様に、県道の横断歩道

に信号機の設置を求めるご意見のほか、小学生と中学生の通学路が重複すると危

険ではないかというご意見、信号機の設置の可否に関するご質問、信号機が設置

されない場合の通学路をどのようにするのかというご質問などがございました。 

続いて、資料の４ページでございますが、統廃合の方針を決定する時期に関す

るご質問があったほか、学級編制に関して統合時の中学３年生については、菖蒲

南中学校出身の生徒だけで１クラスを編制してほしいというご意見に対する回答

として、編制自体は制度上可能であるが、子どもたちにアンケート調査で考えを

伺いながら、客観的に子どもにとって最も良い方法を考えていきたい旨を説明い

たしました。 

また、学級編制に関しては、編制の決定時期に関するご質問や、小林小学校保

護者の考えを他の学校の保護者にも伝えてほしいといったご意見がございまし

た。 

続いて、資料の４ページ終わりから５ページにかけて、部活動に関することと

して、統合前における部活動の交流に関するご質問、今後の菖蒲南中学校の部活
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動について不安を感じているというご意見などがございました。 

 続いて、資料の５ページでございますが、統合の方針の決定に関することとし

て、方針を決定するときの内容に関するご質問、今後のスケジュールについてさ

らに説明を求めるご意見、これからも統合時期の見直しがあるのかというご質問

などがございました。 

 続いて、資料の６ページでございますが、統廃合について市議会の承認を得て

いるのかというご質問のほか、通学の安全に関することとして、道路の改良や信

号機の設置を求めるご意見、警察等に対し保護者や地域が署名などを行ったほう

がよいのかというご質問、市が要望書を提出する時期に関するご質問がございま

した。 

 続きまして、資料の６ページ、栢間小学校の５年生保護者におきましては、通

学のスクールバスに関することとして、自転車通学などバス以外の通学方法は可

能であるかというご質問、日によってバスか自転車通学を選択できないかという

ご質問、自転車通学の場合における安全面の配慮に関するご意見、スクールバス

の運行内容に関するご質問などがございました。 

 続いて、資料の７ページ、統合時期に関することとして、時期がまた延びるの

かというご質問、方針が決まらない理由に関するご質問、統廃合の賛否に係るア

ンケート調査についてのご質問などがございました。 

 続いて、資料の８ページでございますが、統合後の対応に関しまして、教職員

の人事異動に関するご質問、中学校の実情に詳しい教員の配置について配慮を求

めるご意見、教育課程のすり合わせに関して、テスト日程の設定方法に関するご

意見などがございました。 

 続きまして、同じく資料の８ページ、栢間小学校の６年生保護者におきまして

は、通学のスクールバスに関することとして、スクールバスの台数や本数、乗車

対象の生徒に関するご質問、土日の部活動のためにバスを運行するのかというご

質問、バス停まで自転車通学とし、自転車置場を確保するよう求めるご意見など

がございました。 

 続いて、資料の９ページでございますが、統合後の対応や制服等に関すること

として、新校設立準備委員会の設置時期や会議の開催に関するご質問、今後の方

針の決定スケジュールに関するご質問があったほか、現在の小学６年生が購入す

る制服はどうなるのかというご質問、統合後の制服はどうなるのかというご質問、

菖蒲中学校と菖蒲南中学校の生徒数の比率に関するご質問、制服等が変わった場

合に、現在の菖蒲南中学校の制服等は統合後に使用できないのかというご質問な

どがございました。 

 続いて、資料の１０ページでございますが、子どもたちにアンケート等で意見

を伺うことに関して、学級編制のことを子どもに聞くのかというご質問、アンケ

ートを実施する趣旨やその内容に関するご質問などがございました。 

 続いて、学校統廃合等の検討の進め方に関することとして、統合時期を１年間

延期したのに、統合後の対応について具体性がないというご意見、統合の方針を

決めないと具体的な対応が決定できないのかというご質問、誰が統合の方針を決

定するのかというご質問、新校設立準備委員会の設置時期や方針の内容に関する
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ご質問、具体的な事項が分からないのに賛成できない、不安であるというご意見

などがございました。 

 続いて、資料の１１ページでございますが、統合後の対応に関することとして、

菖蒲南中学校の教員を一定数確保すると約束してほしいというご意見、対等な統

合と吸収合併の違いに関するご質問、統合後の対応を具体的に決めてから方針を

決めるべきで、統合時期をさらに１年延ばせないのかというご意見などがござい

ました。 

 最後に、資料の１２ページでございますが、説明会等の開催に関することとし

て、今後の説明会等の実施予定に関するご質問、栢間小学校だけではなく、関係

学校と合同で説明会等を開催したほうがよいというご意見がありました。 

 今回の意見交換会を通して、全体的な総括といたしましては、統合後の対応に

ついて具体的に決定してほしいというご意見や、通学路の安全対策をすぐにでも

実現してほしいというご要望、制服等の取扱いや買い替えの補助を早く決定して

ほしいというご要望などもございましたが、これまでの説明会等の状況と比較い

たしますと、学校統廃合が必要であるという私たちの説明を踏まえたうえで、方

針の決定後に検討がどのように進むのか、という今後を見据えたご意見やご質問

が増えてきたように感じております。 

 続きまして、本日配布いたしました、資料２をご覧ください。 

 菖蒲南中学校の統廃合に対する保護者の意向を確認するため、令和元年１０月

２３日から１１月１日を実施期間とし、菖蒲地区の小・中学校の全保護者世帯を

対象としたアンケート調査を実施いたしました。 

 質問事項の概要は、「令和４年４月に菖蒲南中学校と菖蒲中学校を統合し、新

たな学校を現在の菖蒲中学校の位置に開校する」ことについて、賛成・やむを得

ない・反対のうちからいずれか１つを選択していただいたものでございます。 

 集計結果につきましては、回答を１１月５日に回収し、同日現在で集計したも

のを「４ 回答数及び回答結果等」にまとめております。 

 はじめに、菖蒲中学校区でございます。 

 菖蒲小学校では、147世帯のうち77件の回答があり、回答率は52.4％でございま

す。回答結果は、賛成が22件で28.6％、やむを得ないが52件で67.5％、反対が 

3件で3.9％、回答未記入が0件でございました。 

 次に、三箇小学校では、144世帯のうち70件の回答があり、回答率は48.6％でご

ざいます。回答結果は、賛成が30件で42.9％、やむを得ないが37件で52.9％、 

反対が3件で4.3％、回答未記入が0件でございました。 

 次に、菖蒲東小学校では、189世帯のうち109件の回答があり、回答率は57.7％

でございます。回答結果は、賛成が36件で33.0％、やむを得ないが68件で62.4％、

反対が5件で4.6％、回答未記入が0件でございました。 

 次に、菖蒲中学校では、274世帯のうち151件の回答があり、回答率は55.1％で

ございます。回答結果は、賛成が55件で36.4％、やむを得ないが93件で61.6％、 

反対が2件で1.3％、回答未記入が1件で0.7％でございました。 

 以上を合計いたしますと、菖蒲中学校区の小計として、754世帯のうち407件の

回答があり、回答率は54.0％でございます。回答結果は、賛成が143件で35.1％、
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やむを得ないが250件で61.4％、反対が13件で3.2％、回答未記入が1件で0.2％で

ございました。 

 続いて、菖蒲南中学校区でございます。 

小林小学校では、76世帯のうち50件の回答があり、回答率は65.8％でございま

す。回答結果は、賛成が4件で8.0％、やむを得ないが35件で70.0％、反対が11件

で22.0％、回答未記入が0件でございました。 

 次に、栢間小学校では、75世帯のうち48件の回答があり、回答率は64.0％でご

ざいます。回答結果は、賛成が2件で4.2％、やむを得ないが31件で64.6％、反対

が15件で31.3％、回答未記入が0件でございました。 

 次に、菖蒲南中学校では、100世帯のうち63件の回答があり、回答率は63.0％で

ございます。回答結果は、賛成が3件で4.8％、やむを得ないが47件で74.6％、 

反対が13件で20.6％、回答未記入が0件でございました。 

 以上を合計いたしますと、菖蒲南中学校区の小計として、251世帯のうち161件

の回答があり、回答率は64.1％でございます。回答結果は、賛成が9件で5.6％、

やむを得ないが113件で70.2％、反対が39件で24.2％、回答未記入が0件でござい

ました。 

 最後に、菖蒲地区全体の合計でございますが、1,005世帯のうち572件の回答が

あり、回答率は56.9％でございます。回答結果は、賛成が155件で27.1％、やむを

得ないが364件で63.6％、反対が52件で9.1％、回答未記入が1件で0.2％でござい

ました。 

 なお、本日は、資料２の集計結果を検討していただくうえでの参考といたしま

して、平成３０年１１月から１２月にかけて、菖蒲地区の小・中学校の全保護者

世帯を対象に同様のアンケート調査を実施した結果の資料をご用意いたしまし

た。 

 本日の資料２と比較していただきますと、特徴的な傾向としては、菖蒲南中学

校区の保護者で反対意見の割合が減少し、「やむを得ない」とする意見が増えて

いること、菖蒲中学校区の回答率が減少していること、以上の２点が挙げられま

す。 

 菖蒲南中学校区で反対意見が減少したことについては、これまでの説明会等に

おいて、学校統廃合の必要性を粘り強く、かつ丁寧にご説明してきたことによる

ものと考えております。 

 また、菖蒲中学校区で回答率が下がったことについては、昨年の段階で９割を

超える方が「賛成」または「やむを得ない」と回答しており、すでに学校統廃合

について一定のご理解をいただいており、このたび改めて実施したアンケート調

査については、昨年度ほどの回答の必要性を感じなかったのではないか、と考え

ております。 

 続きまして、資料２の裏面でございます。 

 こちらは、アンケートにご記入いただいた、ご意見等の概要をまとめたもので

ございます。 

 はじめに、通学方法や通学路の安全対策に関するご意見が２９件、そのうちス

クールバスに関するご意見が１５件ございまして、主なご意見としては、通学路
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の安全対策を早急に進めてほしいというご意見、通学路となる県道の交差点改良

や横断歩道に信号機の設置を求めるご意見、スクールバスの運行内容に関するご

意見、バス停まで自転車で行けるようにしてほしいというご意見などがございま

した。 

次に、統合時の環境変化に関するご意見が２５件ございまして、主なご意見と

しては、受験を控える中学３年時に統合することに対して不安を感じるというご

意見、統合後に子どもたちが馴染めるか不安に感じるというご意見、統合後の学

級編制に配慮を求めるご意見、生徒会活動など統合後の学校生活を不安に思うと

いうご意見などがございました。 

次に、検討の進め方に関するご意見が２４件ございまして、主なご意見として

は、統合までの準備期間（約２年間）が足りないのではないかというご意見、統

合するなら早急に具体的な準備を進めたほうがいいというご意見、通学路や制服

等の取扱いなど、具体的な対応を示してほしいというご意見、説明会を重ねても、

具体的な対応がよく分からないというご意見、子どもたちにも意見を聞く機会を

求めるご意見などがございました。 

次に、制服等の学用品に関するご意見が１９件ございまして、主なご意見とし

ては、同じ中学校の中で制服が違うことに不安があるというご意見、制服等の買

い替えに対して補助を求めるご意見、今の段階から両中学校の制服等を統一して

ほしいというご意見などがございました。 

次に、部活動に関するご意見が１１件ございまして、主なご意見としては、部

員数や部活動数の増加など部活動の充実を期待するご意見、子どもたちが様々な

部活動に取り組むことができる環境を期待するご意見、菖蒲南中の部活動の人数

減少を不安に思うというご意見などがございました。 

最後に、その他のご意見として１１０件ございまして、少子化が進んでいる現

状では、学校統廃合はやむを得ないというご意見、統合を進めるなら今のタイミ

ングが望ましいというご意見、統合後の新校における名称や校章に関するご意見、

統合することのメリットを感じないというご意見、他学校の意見の状況を知りた

いし、合同で説明会等を行ってほしいというご意見、人口減少社会における都市

計画の見直しや地域振興に関するご意見などがございました。 

 以上の結果を考察いたしますと、統合後の通学の安全性や制服等の取扱い、統

合に向けた今後の検討の進め方など、いくつかの課題はございますが、これまで

関係学校で約５０回の説明会等を重ね、丁寧な説明に努めてきた結果、いずれの

学校におきましても、学校統廃合について回答者の３分の２以上が「賛成」また

は「やむを得ない」と回答していることから、菖蒲南中学校の現状を踏まえます

と、学校統廃合の必要性については、一定のご理解をいただくことができたもの

と受け止めております。 

 審議会委員の皆様におかれましては、学校統廃合に対する保護者の賛否のお考

えやご意見について、最新の状況がまとまりましたので、これをご参考としてい

ただきながら、学校統廃合の適否についてご審議をお願いしたいと存じます。 

 事務局からのご説明は以上です。 
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議長（西崎会長） ありがとうございました。ただ今、事務局から、菖蒲南中学校の統廃合等の検

討に関して、９月末に小林小・栢間小の高学年児童保護者を対象に意見交換会を

行った報告のほかに、菖蒲地区の小・中学校の保護者を対象に実施したアンケー

ト調査の結果について詳しくご説明をいただきました。一応、それぞれの保護者

のご意見等のまとめもお話しいただきました。ただいまの説明の件に関して、委

員の皆さんからご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

斉藤委員 具体案を出してくれないかとアンケートであるようですが、具体案を作るのは

新校設立準備委員会が作るのだと思うのですね。ですが、その雛形のようなもの

は私達が作るのでしょうか。例えば、制服の件とかバスの件とかカウンセラーの

件とか。やっぱり中学生くらいになると、部活をやっていたりすると結構体力も

付くので、５km、10kmでも普通に自転車で行けるような子もいて、バスが面倒く

さいという子も出てくると思うのですね。うちの子も部活をやっていて、結構長

い距離を自転車で行くのですけれども、バスなんて合わせる時間が面倒くさいと

か、部活によっては朝練、夕練とかあって全然時間が違いますよね。それでバス

を回して対応出来るのか。それなら、自転車の方が良いということもあるだろう

し、交通の面は行ってみないとわからないこともあると思いますし、最初バスを

出すことには賛成ですけれども、後々バスを無くすことは出来るのか。自転車と

バスで通学するということは全然違うものになるので。私もＰＴＡをやっていま

すが保護者の中で、信号の設置というのは絶対だと思います。県道を何も無しに

渡すなんてありえないと思います。ここには、警察の対応と書いてありますが、

何とかならないのですかね。まずは、信号が付いた上で話をしないと上手くいか

ないと思いますね。交通事故が起きたら誰が責任を取るのかということになりま

すし、その部分の検討というものを私達で出来るのかということを伺いたいと思

います。 

議長（西崎会長） 具体的な案というものは、新校設立準備委員会で話し合うのだけれども、その

元になるものはどこで決めるのか。制服とか信号とか色々なものがあるのだけれ

ども、それをここでやるのかということ。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

斉藤委員さんからのご質問なのですが、冒頭お話しいただいたとおり、保護者

の方が求めている具体的な対応という点については、保護者の代表の方、地域の

代表の方、学校の関係の方に参加いただいた新校設立準備委員会の中で、具体的

にどのような形が望ましいか協議して、検討したものを決定していくという考え

方でございますので、こちらの学区等審議会では、あくまで審議事項は統廃合の

適否についてご検討いただくということで、その中身について入り込んでご検討

いただくという形ではないとご理解いただければと考えております。ただ、保護

者の皆様も今後の統合を見据えて色々不安な気持ちもある中で、具体的にはどう

なるのかというところでご意見いただいていると考えておりますが、私どもも準

備委員会で皆様のご意見を吸い上げた形で決めていくのだというご説明を繰り返

しさせていただいている状況でございます。 

議長（西崎会長） 基本的な方針、統廃合することは望ましいというような基本的なところは、こ

の審議会で進めていくけれども、それが具体的なものになったら、準備委員会で
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地域の方や保護者や有識者等を含めて十分な審議をしていだたくと。そういうこ

とを考えると、早めに準備委員会を開ける状況にしないと、具体的な動きが取れ

ない。「信号機を早く付けて欲しい。」といって、もうすでに動く段階でなけれ

ば困るわけですよね。準備委員会が出来るという段階では、ある程度基本的なも

のは、出来るような方向に持っていかなくてはならない。そのためには、統廃合

をいつまでにやっていくのだという基本的な方向性をまず決めて、その後、具体

的な問題が色々出てきています。信号機とか通学路の問題とか部活動の問題とか

服装の問題とか色々あります。それは早めに立ち上げた準備委員会で審議する。

その中でも、優先順位というものがあるだろうと思います。特に信号機や通学路

の問題というのは、さっそくやらなければならないのだと思います。他にござい

ますか。 

 ＜なしの声あり。＞ 

議長（西崎会長） ただいま事務局から説明いただいた内容等は、まとめていただいておりますけ

れども、ご意見のなかに、決定をしないと何も進まないという感じを受ける。服

装の問題にしても、通学の問題にしても、学級編制の問題にしても、統廃合する

のですよということが、決まらないとこれらの事が一歩も進まないという状況が

あるのです。それをいつまでにやるのかと決めておかないと、統廃合するまでの

期間が延びてしまうと子どもにとってマイナス、あるいは学校運営で少人数化と

いうものが見えてきておりますので、それが長々引き伸ばすわけにはいかないと。

その辺のことを考えて、アンケート調査を実施して、状況を見ますと、全体では

９０％ほどが「やむを得ない」「賛成」という状況。菖蒲南中学校区と菖蒲中学

校区との差がいくらかあります。特に小林小学校と栢間小学校というのは直接自

分達が関わるものですから、菖蒲南中学校から全部菖蒲中学校へ行くということ

から、まだ問題を抱えている方もいるようですが、しかし、それ以外の意見の中

には、決定後がどのようになるのかが心配だと。通学路の問題とか服装の問題と

か信号機の問題とか部活の問題とかスクールバスの問題とか、そういう問題を抱

えていて、それに対して不安があるからという気持ちも反対の中には出ている。

まったく反対。何が何でも反対ということでないかもしれない。まあ、この辺は

わかりません。しかし、１年間ずっと事務局で５０回ほど説明会等を重ねていて、

前回の調査と今回の調査を比べると、もうやむを得ないのではないかと、子ども

の為に、少人数化を解消するために、あるいは子どもの人間形成の面においてと

いうようなこと。ただ、その裏側には、進路の問題とか通学路の問題が必ず出て

くるのですね。その辺を考えていく場合に、この辺で方向性を決めていってよろ

しいですかね。 

中村委員 事務局に質問いたします。資料２のアンケート調査結果の概要で、ある程度わ

かりやすく、私の方でも概要を理解いたしました。事務局の方では、これまで５

０回以上にわたる丁寧な繰り返しの地域・保護者への理解に努めてきたと。その

結果、「賛成」「やむを得ない」というところが、微増ではありますが確実に増

えているとわかりました。これはひとつの大きな成果なのではないかなと評価い

たします。しかし、反対がわずかな数ですが２ヶ所増えているところがあって気
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になったのですね。その辺りの背景について、そちらでどのように理解し、捉え

ているのかお聞きいたします。 

議長（西崎会長） 前年度と今年度の中で、今年度反対者が増えているところは、三箇小学校と菖

蒲南中学校が増えているというところですね。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

ただいまのご質問ですが、菖蒲中学校区の三箇小学校、それから菖蒲南中学校

区で菖蒲南中学校の２校がこれに該当するのかと思います。三箇小学校は昨年１．

９％だったものが４．３％に。菖蒲南中学校は１７．６％だったものが２０．６％

に変わっているところだと思うのですが、まず三箇小学校の方から申し上げると、

この件については、主に制服に関することと考えております。というのは、私共

の基本的な考え方というか提案の内容として、統合時に新入生として入る学年か

らは、新しい制服に切り替えるということをひとつの案として提案している状況

でございます。その際に、上の子のために買った制服等が使えなくなるので、そ

ういうことはやめて欲しいといったことですとか。小学６年生のお子様を持つ保

護者の方ですと菖蒲中学校区の方でもごく一部「環境が変わって不安だ」と反対

に付けている方もいらっしゃって、その辺の個々の考え方で少し数字が変わった

のかなと考えております。 

それから、菖蒲南中学校でございますが、こちらは基本的に世帯数が１００世

帯前後ということで、分母がすこし小さい状況がございます。反対の意見１票の

増減で割合が結構増減する状況もございまして、１年間ずれることによって、保

護者の学年も世代が１学年分変わっておりますから、その辺の部分で個々の保護

者の方の考え方ひとつふたつの動きが割合として見えている感じなのかなと考え

ております。 

議長（西崎会長） よろしいでしょうか。 

中村委員 完全に理解まではいっていないのですけれども。ただいまの話を伺いますと、

新校設立準備委員会の中で解決が出来るのではないかなという理解をいたしまし

た。 

議長（西崎会長） 他にございますか。 

 ＜なしの声あり。＞ 

議長（西崎会長）  この菖蒲南中学校の統廃合等について、１年半近く審議をして、説明会等も５

０回ほど重ねてきて、ある程度理解をしてきている段階で、保護者の方は統廃合

という方向性は早く決めて、早く仕事に入りたいという動きに見える。その辺り

を考えて、事務局としては、令和４年の４月の統廃合を目指す場合、今後の具体

的なスケジュールについて、ご説明いただければと思います。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

それでは、会長から今後のスケジュールということで、お話しがありましたの

で、ご説明いたします。 

教育委員会では、菖蒲南中学校の統廃合等の方向性について、今後の準備期間

を確保するためにも、令和２年２月を目途に方針を決定してまいりたいと考えて

おります。 

このようなスケジュールから逆算いたしますと、こちらの審議会からの答申に
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ついては、できれば年内、１２月末を目途に答申をいただきたいと考えておりま

す。 

これまでもこちらの審議会では、菖蒲南中学校の小規模化の状況を考慮すると、

学校統廃合は早急に必要ではないか、というご意見を多くいただいてきたものと

認識しております。 

こうした中で、本日は、今後の審議を進めるうえで重要な要素となります、関

係学校の保護者の意見をアンケート調査で確認し、資料２のとおりご提示させて

いただいたところです。 

 このアンケート結果を参考としていただき、今後の答申に向けたご審議もお願

いできればと考えております。 

現時点におけるスケジュールに関する説明は以上でございます。 

議長（西崎会長） 保護者の方から特にということではないのですけれども、学校の小規模化とい

う関係で、どうしても教職員の関係とか人間関係の問題とか色々あるわけなので

すが、いずれにしても、小規模化になってしまうことによるデメリットというの

は、これからずっと増えてしまうということですので、早めにそれを解決しなけ

ればならないということを考えますと、この調査結果等を基にして、出来れば令

和２年の２月までには、ある程度教育委員会で決定をして仕事が進むようにした

い。これはこの審議会で決めただけではどうにもなりませんから、これは教育委

員会にかけて、その後市議会にかけなくてはならない。という手続きがこれから

あるわけです。新校設立準備委員会が立ち上げるまでの流れがありますので、早

めに方向性を決めて、２月に教育委員会に上げて、十分審議して決定していただ

くということを考えれば、答申をそれに間に合うように出すためには、１２月末

には、ここでの答申が出されると、そのスケジュールに乗った動きが可能になる。

ということで、ただいま事務局の方からアンケート等の調査結果を基にして統廃

合等の方向性についての答申を１２月頃にはお願いしたいという事務局の考えで

ありますけれども、この件について、何かご意見ございますか。 

堀井委員 先ほど、中村委員さんからもあったように、多くの検討をしていただいて、こ

のアンケートを見ると、１年前の時には、８７．６％で今回は９０．７％という

結果が出ていますので、やはり保護者の理解というのはかなり得られたというふ

うに私は考えます。保護者の理解は得られてこれから考える事は、どういうよう

な形で学校が配置されて、適正規模な学校になっていくのかということが大事だ

と思うので、早く決定をした方が良いのではないかなと私は思います。 

議長（西崎会長）  ありがとうございました。他にございますか。 

中村委員  アンケート調査結果の概要で、色々な子どもへの対応、保護者からの質問とか

提案とかなされておりますけれども、部活動について伺いたいのですが、今年を

含めて、令和２年、令和３年と３年ほどあるのですけれども。その中で、今事務

局で把握しているかわかりませんが、もしくは菖蒲南中学校の先生が出ているか

わかりませんが、菖蒲南中学校の部活の数ですね。それから、公式大会に参加し

ている部活の名称、文化部の対外的な公式試合に出ている部活の名前ですね。そ

れを分かればお聞かせ頂きたいのですが。 
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議長（西崎会長） 事務局で何かありますか。もし無ければ、菖蒲南中学校の校長先生に具体的な

動き、部活動の対応等について伺いたいと思いますが、事務局はいかがですか。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

ちょっと、すぐに出せる資料がありません。申し訳ありません。 

議長（西崎会長） では、菖蒲南中学校の校長先生、この辺はいかがですか。 

須田委員  部活動に関しましては、運動部ですと４競技ですね。陸上、テニス、バスケッ

ト、卓球。ただ、テニスと卓球に関しては、男子女子があります。バスケットに

関しては男子のみ。陸上に関しては、当然男子と女子があります。あと、文化部

に関しましては、吹奏楽と美術部ということになります。ただ、美術部に関して

は、今年は１名ということで来年以降はどうなってしまうかわからない状態。野

球部があったわけなのですが、今年は運営が不可能ということで廃部になりまし

た。大会等に関することなのですが、運動部に関しては、今申し上げた４競技全

て大会に参加しております。吹奏楽に関しては、地域の吹奏楽フェスティバルと

いうことで、県や全国に通じるものに関しては出場していない状況でございます。

細かいところまで申し上げますと、合同で他の学校と合同チームということで出

場出来るようなご配慮をしていただいているところではあるのですが、野球があ

ったときには、それがないと出来なかったのですけれども、今後に関しましては、

テニスやバスケットに関しましても単独で本校で出場することになっておりま

す。 

中村委員  いくつかの部活動が単独で参加なさっているのは、大変なご苦労があるのでは

ないかなと。学校経営者としても、現場の教員も大変な負担がかかっているので

はないかと。また、子ども達を盛り上げていくのが教員も大変なのではないかと

推察いたします。これまで、菖蒲中学校との打ち合わせとか練習試合、大会への

参加をしたことがあるかどうかをお伺いしたいと思います。 

須田委員 野球部があったときは、先ほどの合同チームというのをやっておりますが、今

年で終わってしまったわけなのですが、夏までは幸手西中学校との合同チームで

やっております。 

中村委員  今後は菖蒲中学校との合同練習等を計画的に取り組んでいくつもりがあるのか

を、せっかく校長先生がいらっしゃるのでお伺いしたいなと。 

須田委員  こちらの学校の統廃合というものが、はっきりしたところで令和４年というも

のが出ましたので、来年入ってくる１年生に関して、部活動等の合同練習を実施

していきたいというふうに考えております。ただ、合同で練習して、大会につい

ても合同かと言いますと、出場できるはずの子が、合同にしたゆえにレギュラー

で出場出来ないという可能性もありますので、大会に参加する上では、本校は１

年生、２年生を含んでいないと団体種目に出られないのですけれども、それでも

一応出場の機会が得られるということで、基本的に大会に関しては単独で、ただ

練習に関しては出来るだけ合同で行うことが出来る環境というのを整えていきた

いと考えております。 

議長（西崎会長） よろしいでしょうか。まったくわからないのですが、大会には合同で参加する
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ということに対して、認めないということはあるのですか。 

須田委員  いえ、基本的に申し込めば大丈夫です。 

議長（西崎会長） じゃあ。どことどこの合同でも出来るのですか。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

今、合同チームの事がございましたので、事務局で補足させていただきます。 

実は、平成３０年度までは中学校体育連盟の規約の関係で、２つの中学校で両

方とも既定の人数に満たない場合は合同チームという仕組みだったのですが、平

成３１年度に改定されまして、片方は人数が足りていても、もう片方が足りない

場合に、その場合でも合同チームとしても大丈夫だという形に改定されておりま

す。その際には、久喜市教育委員会としても、中学校体育連盟に要望を出させて

いただいて、こういった統合の問題等もあるので、規約の見直しということでお

願いをしてまいりました。そのような部分が、形として、成果として現れている

ところでございます。 

議長（西崎会長） そういう動きの中で、子ども達に十分な運動をさせたいということであれば、

もう合同練習等で来年度から進めて、統廃合を待たないでも動いていけるという

環境にある。 

松本委員 質問ではないのですが、菖蒲中学校と菖蒲南中学校の統合の件に関しまして、

審議会でありますから、委員の方々ひとりひとりから沢山の意見を聞くことが非

常に大事でございます。そういった中で、今までも回を重ねて、十分に委員の方々

の意見を聞いてきましたし、もうこの辺で菖蒲中学校と菖蒲南中学校の統合につ

いて、委員の皆様方どう考えているかということで、統合してもよろしいでしょ

うかと委員の皆様に確認を取っていただけるとありがたいのですがいかがでしょ

うか。 

議長（西崎会長）  統廃合等について、今までの審議経過を考えれば、この辺で適当かどうかの判

断をした方がよろしいのではないかということであります。ただいまの意見につ

いて、統廃合が適当であると考えてよろしいでしょうか。 

 ＜はいとの声あり。＞ 

議長（西崎会長） ありがとうございます。そうしましたら、統廃合が適当であるということで、

具体的に答申の検討を進めてよろしいですか。 

 ＜はいとの声あり。＞ 

議長（西崎会長） 答申書について、事務局から何かこのような方向でという考えはありますか。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

ご審議ありがとうございます。ただいま、菖蒲南中学校の統廃合についての方

向性ということで、委員皆様のお考えをいただきまして、答申の検討ということ

で、事務局では、平成３１年３月７日に江面第二小学校の統廃合について、先に

こちらの審議会で答申を出していただいているものがございます。その辺を参考

にさせていただきながら、答申の場合の案ということでご用意させていただいて

いるものがございます。少しお時間をいただきまして、皆さんに配布させていた

だきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
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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等の答申の内容等から考えた、菖蒲

南中学校と菖蒲中学校の統廃合等の答申の具体的な素案について事務局から配布

してもよろしいですか。 

 ＜はいとの声あり。＞ 

 ＜追加資料の菖蒲南中学校の統廃合等の検討に関する答申（素案）と追加資料参

考として江面第二小学校の統廃合等の検討に関する答申の写し配布＞ 

議長（西崎会長）  ただいま素案として、このような文言で考えたらどうかというもの、もうひと

つは、江面第二小学校の統廃合等についての文言を合わせて配布していただいた

のですが、具体的に記述等々それから、江面第二小学校の場合には附帯意見とい

うものがあったのですが、今回の場合はそこにどのような附帯意見を出したらよ

いかということを審議していただくという部分も残っているわけなのですが、全

体的な部分について、事務局から説明していただいてよろしいですか。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

それでは、ただいまお配りした追加資料、答申書の素案をご覧ください。久喜

市立小・中学校の統廃合等の検討について（答申）ということで、平成２９年５

月２４日付け久教学第２９３号において、私ども教育委員会からこちらの審議会

に学校統廃合等の検討について諮問をさせていただいております。その内容につ

いて、慎重にご審議をいただいた結果、菖蒲南中学校の小規模化に伴う統廃合等

の検討についての内容ということで、下記のとおり、お示しをしているところで

あります。 

読み上げさせていただきますと、久喜市立菖蒲南中学校では、小規模校の特性

を生かした教育活動を実践していますが、今後も生徒数の減少に伴う学級数の減

少が見込まれる中で、多様な教育活動が実践しにくく、人間関係が固定化されや

すいほか、教職員数の配置減少により、学校運営に支障が生じるなどの課題が懸

念されます。 

子どもたちの将来を見据えますと、より多くの子どもたちと触れ合うことを通

して、多様な人間関係を築き、切磋琢磨しながら成長できる教育環境が望ましく、

学校統廃合を実施することが適当であると考えます。 

つきましては、久喜市立菖蒲南中学校は、久喜市立菖蒲中学校と統合し、令和

４年（２０２２年）４月に、統合による新たな学校を現在の久喜市立菖蒲中学校

の位置に開校することが望ましいと考えます。 

というものでございます。この記の本文につきましては、江面第二小学校の際

の内容というのをベースとしながら、菖蒲南中学校の実情に合わせた文言という

ことで検討させていただいて、まとめさせていただいたものでございます。 

議長（西崎会長）  特に中学校の場合には、小学校とちょっと違って教科担任制がある。表には出

てこないのだけれども、裏側としては教職員の配置減少という大変大きな問題も

ある。これは、保護者には、説明してもあまりわかりにくいことかなと思うので

すが、行政としてはとても大きな問題。子どものためにも、優秀な教員を当てた

いという気持ちは保護者にとってはある。子どもにとってもそういう先生に教わ

りたいということはあるだろうと思いますね。そういう意味で特に新たに加えら

れている。この文言について何かご意見ございますか。 



14 

須田委員  ２段目の子ども達の将来を見据えますとうんぬんというところなのですが、確

かに多様な人間関係を築き、切磋琢磨しながら成長という部分もそうなのですけ

れども、私がふと思ったのは、教科担任ということが今ありましたけれども、中

学校ですと、多くの教員が子どもに関わるのですね。現在、技術と家庭科は非常

勤の先生なのです。ですが、そういう先生方が今度は常勤になって関わることが

出来るということは、多くの教職員からの指導を受けることが出来る。そういう

内容も入れていただけると、中学校としてのメリットという部分で、さらにこの

文書自体が充実すると思いますので、その辺を加えていただければと思います。 

議長（西崎会長）  その辺事務局としてはいかがですか。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

 内容については、引き続き検討させていただきますが、是非今お申し出頂いた

内容を取り入れた形で検討してまいりたいと考えております。 

議長（西崎会長）  確かにその通りで、たくさんの先生方と接触するという事は大事なことで、そ

の辺もちょっと触れておくと。他にございますか。 

斉藤委員  保護者としては、やっぱり江面第二小学校の時のものにあるように、統廃合の

実施に対して、地域の意見を十分に配慮しながら、ということを下に入れていた

だくと菖蒲南中学校区の方もありがたいのではと思います。この２つで違うのは、

そこだけだと思うので、やっぱり通学の安全性とかそういうものは引っかかって

反対者もいると思うので、江面第二小学校の時の下にあるような文言をちゃんと

入れてあげれば安心するのではないかな。上の文言だけを見てもぱっとしないで

しょうけれども、下を見れば多分こういうことをちゃんと入れてくれているのだ

なとわかると思うので、これは確実に入れたほうが良いと思います。 

議長（西崎会長）  それは附帯事項の意見としてということでいいですか。 

斉藤委員  はい、そうですね。 

議長（西崎会長）  では、上の文言はこれでよろしいですか。下の附帯意見についてご意見をいた

だければと思います。 

中村委員  前回同様、附帯意見を付けた方がよいかというところで、私は説得力があるの

で付けた方が良いと思うのですがいかがでしょうか。 

議長（西崎会長）  これは、江面第二小学校の場合と同じように、せっかくここで審議してきたも

のの中で、課題になっている部分については、答申でありながら附帯意見を述べ

ておいた方が、今後の教育委員会や新校設立準備委員会等のためにも重要なこと

ではないかということでこれはよろしいですね。 

  ＜はいの声あり。＞ 

中村委員  私は今附帯意見を付けた方が良いという話をしたところなのですけれども、前

回の江面第一小学校と江面第二小学校の統合にあたって附帯意見を付けました。

地域の声を聞きながら、学校の施設や跡地をどのように活用していくかというこ

とを具体的に話し合ってくださいというお願いもしました。そこで、これまで具

体的にそういった話がなされているのかお聞きしたいと思います。 
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議長（西崎会長）  跡地については、私の記憶の限りまったく話題になっていなかったですね。事

務局いかがですか。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

 江面第二小学校のケースについては、地域により近い小学校ということもあり

ましたので、かなり跡地の論議が地域住民の方も含めて色々出てきた経過はござ

いました。今回は中学校の検討ということで、実際に通学区域内に小林小学校と

栢間小学校という地域に根ざした小学校がある中で、直接菖蒲南中学校の跡地に

対する議論というものは、関係の地域の方、保護者の方から出てきていなかった

という経過がございました。 

中村委員  江面第二小学校の跡地の活用について、その後少し話がされたのかなと。わか

っている範囲内で、そこまではまだ進んでいないのならそれはそれで結構なので

す。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

 今の江面第二小学校の内容なのですが、正直所管が教育委員会から離れており

まして、こちらで伝え聞いている把握している範囲ということになりますけれど

も、市長部局のアセットマネジメント推進課というところで、アセットマネジメ

ント推進本部というものを設けており、そちらで全庁的な体制で検討を進めてい

ると。現在はその中でどういった活用方法が良いか検討中だと聞いております。 

中村委員 そういうような心配があったので、全庁的に連携を図りながら一歩一歩こそこ

そと話を進めて欲しいなという願いを込めて、私は附帯意見を出したつもりだっ

たのです。ですから、それをもう一度頭の片隅において、審議会でこういったこ

とも話題になりましたよということを少しでも持ち帰っていただくと私は気持ち

が楽になります。よろしくお願いします。 

議長（西崎会長） 附帯意見として、まず安全性、通学路の問題、教育環境の問題、その辺はどう

しても、ここで話し合ったことも含めて入れていかなくてはならないだろうと。

江面第二小学校の場合には、実施にあたって関係学校の保護者や地域住民の意見

を十分に配慮しながら、多様な教育活動の実践、学校施設の整備により、子ども

達の教育環境の充実のところと、通学手段、通学時の安全性のところを十分に考

えてくださいよという要望を出した。この内容に何か付け加えることはあります

か。大きく括って、通学時の安全性と通学手段、それから教育環境の充実という

ものを総まとめで入れているのです。もしよろしければ、こういう内容で文言は

多少変わるかもしれないですが、いずれにしても、通学方法、通学手段、通学時

の安全、どこに信号を付けるとかについては、十分に考えてくださいという要望。

このような内容で、答申案を出していただくということ。もうひとつ、またとい

うところですが、廃止後の学校の施設及び跡地の活用ということに対しても入れ

ておきますか。 

中村委員 絵に描いた餅のようになるかもしれませんけれども、事務局でまとめたアンケ

ートの調査結果の概要の中で、その他の意見が１１０件も寄せられているのです

ね。その１１０件の中で、統合をすることのメリットを感じないと、確かに統合

を通して、子ども達にこういう恩恵があるよ、地域がこう変わるよ、久喜市もこ

ういうふうに変化するよというものが、大きな盛り上がりが見られないのですね。
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盛り上がりが見られないから、メリットを感じないですよという意見が出てきて

いるのではないかなと。無理はあるかもわかりませんが、私達が話し合う必要性

があるのではないかなと思うことは、小中一貫校とか施設一体型の新校発足に繋

がる話し合いなのですよという大胆な統廃合ではないので、なかなか地域の人も

メリットを感じにくいのではないかと。そういった感じにくいものを、感じやす

いものに、教育委員会の担当の事務局では形にしようとしている。地域の方に納

得、理解してもらえるように、組織的、計画的にこの事業を進めているというこ

とは凄くご苦労があるのではないかと、私も共感もするし、協力もしたいなと考

えております。ですから、この辺をこれで削るのでは、じゃあ説明会等は何だっ

たのということになりますから、私は文言がこのままでなくても結構ですから、

前の文に合わせて繋がるようなものをもうひとつ、具体的には進まないかもしれ

ないけれど、私達の願いとしては、そういうことを願って答申をしているのです

よと、審議も進めたのですよと願いも込めて入れていただければと思います。 

議長（西崎会長） ここの跡地利用の文言の中に、教育的環境の整備等も入れた方がいいですか。

将来に向けて、小中一貫校とかそういう跡地利用をとか。 

斉藤委員 盛り上がりとかメリットとかいうふうになるのは、多分私達ではなくて、ＣＳ

がありますよね、コミュニティスクールが。だから、コミュニティスクールに頑

張ってもらえば良いのではないでしょうか。私達も例えばそういうふうになった

時に、盛り上がると言ったら、地域とかそういうのが活性化して盛り上がらなく

てはならないので、実際、廃校になって悲しいけど、統合したことによって盛り

上げるとなったら、やはり地域でのＣＳの役割で、そういう時こそコミュニティ

スクールがあるわけなのですから、コミュニティスクールで大きく盛り上げれば、

それを教育委員会さんがちゃんとバックアップしてくれればいいんだけど、あま

りＣＳにバックアップしていただいてないので、そういうのを配慮してくれれば。

だからそれはちょっと別問題でやったほうが。私もＣＳに入っているので分かる

のですが、盛り上がるといっても、地域でしか盛り上がってなくて、一体でやっ

ていますよというのですがやっていないです。変な話菖蒲さんだけで盛り上がら

なくたって、じゃあ栗橋も盛り上げていきますよということをやったっていいわ

けなのですね。いまＣＳの中では。それが一切連携を出来ていないから、多分メ

リットというのがなかなか見出せないということもあると思うので、それはＣＳ

でやればいいのではないかと思いますので、そこまで、私達が大きく突っ込む必

要は無いのかな。地域は地域でちゃんと組織があるので、その組織を上手く活用

すればいいのではないかと思います。 

議長（西崎会長） そうしますと跡地に関しては、地域の実情を考慮してというのは残して、久喜

市全体で考えてくださいよということは残しますか。これは必要ないですか。 

鈴木委員 私は残すべきだと思います。なぜならば、小学校が地域に根ざしていて、中学

校が地域に根ざしていないというと、そんなことは無いと思うので、これは小学

校に入れて、中学校に入れないという意味が私には無いと思いますし、少なから

ず統合した菖蒲南中学校の校舎をそのまま放置ということはないでしょうから、

この一文は入れていただいて、中村委員さんがおっしゃったように、少なからず
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ここでは希望を出しているというのは入れていただいた方が、その後の会議もス

ムーズになるのではないかと思いますので、意見させていただきます。 

議長（西崎会長） 確かにあの校舎をそのままに放置されることはあってはならないと、なんとか

活用する方法を考えてもらいたい。というふうに、ここで附帯意見としては述べ

ていたほうがよいだろうと。確かにあのまま放置されたのでは困るわけですよね。

何かに活用してもらわなくてはね。 

斉藤委員 放置されているところも沢山ありますよね。 

議長（西崎会長） それは本当に困るのでね。放置しないで活用してもらわないとね。市の財産と

して持っているわけですから。そういったことを考えますと、この内容というの

は、附帯意見として入れておいてよろしいですか。 

 ＜はいとの声あり。＞ 

議長（西崎会長） 文言は多少変わるかもしれませんけれども、跡地と施設等についても考えても

らいたいということを入れておくと。他に附帯意見として入れておきたいものは

ありますか。 

 ＜なしとの声あり。＞ 

議長（西崎会長） もしなければ、一応答申案として江面第二小学校のときと同じような形で、本

文と附帯意見を付けて素案を次回に作っていただければと。附帯意見については

２つ、跡地の問題とそれから通学手段とか通学時の安全性とかの内容。江面第二

小学校の場合と同じような文言で、柱立てとしては２本にして、次回には素案を

答申として提出出来るように作っていただいて、次回は素案をもう一度最終的な

審議をして、答申書を作成するという形をとってよろしいですか。 

 ＜はいとの声あり。＞ 

議長（西崎会長） それでは、一応答申の素案ということでご審議いただきましたので、事務局か

らこれからどうなるかのスケジュールをご説明いただけますか。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

答申の素案のご審議をいただきましてありがとうございます。改めて、確認を

させていただきますが、今日お示しした素案から、修正する点といたしまして、

まず記の本文のところで、ご提案をいただきました、多くの教職員の先生方から

指導を受ける機会が確保出来るというような趣旨の文言を加えさせていただくこ

と。それから、本日の素案には入れておりませんでしたが、江面第二小学校の例

の中である附帯意見と同様のものを菖蒲南中学校の方にも盛り込むという形で整

えさせていただいて、改めて答申書の案ということで次回の際にはお示しをした

いと考えております。その答申をいただく次回の審議会についてのスケジュール

でございますが、今の時点では、１２月の中旬から下旬に第５回の会議を考えて

おりまして、その際には、今回と同様に会議の少し前、大体１週間前ぐらいを目

安に、一度資料ということで答申書の案を含めてお送りさせていただきたいと思

っております。あらかじめお目通しをいただいた上で、こちらの会議の中で、案

の内容についてご審議をいただき、答申ということでいただくことができればと

考えておりますので、よろしくお願いできればと思います。 
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議長（西崎会長） ただいまの事務局の説明に対して何かご意見等はございますか。 

 ＜なしの声あり。＞ 

議長（西崎会長） 他にご意見ございますか。 

 ＜なしの声あり。＞ 

議長（西崎会長）  もし、無いようでしたら、本日の議題は以上をもちまして終了したいと思いま

す。議長の任を解かせていただきます。ご協力ありがとうございました。 

 ４．その他 

司会 

（森下主幹） 

ありがとうございました。次に、その他として、今後の会議の開催予定を申し

上げます。事務局説明の中でも申し上げたように、当審議会の第５回の会議は１

２月中旬から下旬に開催する予定でございます。時間と場所につきましては、本

日と同様、午前１０時から、この教育委員会会議室で実施する予定でございます。

委員の皆様へは、改めてご案内の文書をお送り致しますので、ご確認いただきた

いと存じます。よろしくお願いいたします。事務局からの連絡事項は以上でござ

います。 

 ５．閉会 

司会 

（森下主幹） 

それでは、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

と思います。よろしくお願いします。 

川羽田副会長 委員の皆様におかれましては、本日も前向きで熱心なご協議をありがとうござ

いました。また、事務局の皆様におかれましては、５０回以上の説明会や意見聴

取を丁寧に進めていただきありがとうございました。検討しているけれども、決

定していないという状況が、関係の方々にとっては、一番不安なところではない

かと思います。県内または近隣の県で、統廃合や新校設立している学校もござい

ますので、今後も保護者の方、生徒さん、地域の皆さんがイメージを持てるよう

に、引き続き丁寧なご説明や具体的な事例の紹介等をしていただければ、ありが

たいかなと思います。それでは、令和元年度第４回久喜市立小・中学校学区等審

議会を閉会といたします。ありがとうございました。 

司会 

（森下主幹） 

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。 
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