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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 
【９月２７日・３０日 小林小学校・栢間小学校 高学年児童保護者対象】 

 

○第１回 

日時 令和元年９月２７日（金）１７時００分～１８時００分 

場所 小林小学校 図書室 

参加者 ９人（小林小学校５年保護者） 

 

○第２回 

日時 令和元年９月２７日（金）１８時００分～１９時１５分 

場所 小林小学校 図書室 

参加者 ７人（小林小学校６年保護者） 

 

○第３回 

日時 令和元年９月３０日（月）１７時００分～１８時００分 

場所 栢間小学校 図工室 

参加者 ５人（栢間小学校５年保護者） 

 

○第４回 

日時 令和元年９月３０日（月）１８時００分～１９時１５分 

場所 栢間小学校 図工室 

参加者 １２人（栢間小学校６年保護者） 

 

※事務局対応職員：教育委員会学務課 森下主幹、目黒課長補佐、齋藤担当主査 

 

【主な意見、質問】 
○第１回（小林小学校５年保護者） 

・通学路の安全対策（県道さいたま菖蒲線・横断歩道における信号機の設置）の要望。 

⇒学務課も朝・夕ともに現場の状況確認をしており、現状把握はしている。 

 統合の方針を決定したら、早急な信号機等の設置が必要であるので、警察に要望を出

していく予定である。 

 

・統廃合の方向性が決まらない限り、信号機の設置などは進まないのか。 

⇒今までも、久喜市として再三警察に要望を出している。学校の統合により交通状況が

変わるということをもって、警察に強く要望をしていく必要があると考えている。 

 

・小林交差点の改良などはどのように考えているのか。 

⇒県道であり、市の事業でない為、県に要望する必要がある。また、用地の問題もあり、

改良はすぐにはできないと聞いている。現在、久喜市としても交通指導員が安全の取
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組を行っている。これからも子どもの安全の見守りを行っていきたい。 

 

・通学路が心配である。朝は交通指導員がいるが下校時はいない。中学校になると部活

もあるので下校が心配である。自転車で通ることも考えていくと心配である。 

⇒新校設立準備委員会で話し合いながら、安全な通学路のことも検討していく考えであ

る。 

 

・統合時の制服が、菖蒲中学校の制服、菖蒲南中学校の制服、新しい制服の３種類にな

るとの説明があったが、菖蒲南中学校の制服を着ている生徒の人数が圧倒的に少ない

という理由から全額補助を出してほしい。 

⇒今の段階では、全額補助を出すことについて明確な回答は難しい。しかし、保護者の

皆様から意見が出ていることは、教育委員会、市長部局で共有している。保護者にな

るべく負担のかからないような検討をしていきたい。 

 

・他県や他市での制服に関しての補助などの事例はあるのか 

⇒埼玉県内ではない。茨城県で１例、日本全国でみても５，６件である。しかし、保護

者の皆様から意見が出ていることは受け止めており、茨城県の事例等を調査しながら、

どのような対応ができるか検討していきたい。 

 

・複数の学校で統合するなどパターンはいろいろあると思うが、菖蒲南中学校と菖蒲中

学校のような２校で統合する場合、生徒の比率が違いすぎて、菖蒲南中が吸収合併の

ように感じられる。生徒人数の比率も含めて検討してほしい。 

⇒学校や地域によって違いがあり、菖蒲地区に適した統合をしていく考えである。新校

設立準備委員会でよりよい統合を検討していく考えである。 

 対等の統合であるので、新校設立準備委員会の人数配分も菖蒲南中学区と菖蒲中学区

は、同じ人数でバランスをとっていく考えである。 

 

・菖蒲中学校にあって菖蒲南中学校にない部活動への参加はどうなるのか。 

⇒菖蒲中学校にあって菖蒲南中学校にない部活動は、サッカー部、剣道部などがあるが、

授業が終わった後の限られた時間で、菖蒲南中から菖蒲中学校に行く時間や安全面な

どのことを考えると課題が大きい。しかし、子どもが希望するスポーツに取り組める

方法を検討していく考えである。 

 

・６年生の保護者が、中学 3年生で菖蒲中学校と統合するのであれば、１年生から菖蒲

中学校に行かせたい意見がある。希望があれば、教育委員会では許可をするのか。 

⇒今の段階では、令和４年４月に統合することを目標としている。それまでは、今まで

通り菖蒲南中学校の通学区域もそのままであり、指定される学校は菖蒲南中学校であ

るため、菖蒲南中学校へ通学いただくことになる。 

 菖蒲中学校に行くということであれば、指定校外就学の手続きを取る必要がある。 
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指定校外就学の相談を教育委員会学務課にしていただければと考えている。 

 

・方針が決定してから、新校設立準備委員会を立ち上げると言うことであるが間に合う

のか。 

⇒準備期間に関しては、我々も危機感を持っている。スピード感をもって進めていきた

いと考えている。また、他県や他市の事例もあるので参考にしていきたい。 

 

・他市の事例ではどのくらいの期間がかかっているのか。 

⇒地域によって違いはあるが、３年間ぐらいをとっているところが多い。当時は統合の

事例が少なかったため、他市の事例は時間がかかっているようである。 

 

・統合に伴って、具体的に何が決まったら方向性が決定するのか。統合が伸びるかもし

れないということが不安である。明確な日程はいつ決まるのか。 

⇒方向性が決定すれば、その後のスケジュールはある程度提示できる。今現在は、統合

の方針をどうするかという検討の段階なので、あいまいな話になっている。久喜市と

しては、基本的な方針として保護者や地域の皆様のご理解を得たうえで進めていく趣

旨である。統合の時期や今後の準備期間を考慮すると、来年２月で教育委員会の方針

を決定するということは、遅らすことのできない日程である。１０月下旬に実施する

アンケート調査で皆様のご意見を聞かせていただき、統合の判断をしていきたい。ご

理解をいただきたい。 

 

○第２回（小林小学校６年保護者） 

・県道さいたま菖蒲線の柴山枝郷の横断歩道において、統合の方針決定後から信号機の

設置に向けて動くのではなく、今現在、信号機は必要であるが、どう考えているか。 

⇒今現在、小学生もこの道路を使用していることは認識している。久喜市としては、過

去何度も警察に要望を出しているが、信号機がついていない現状がある。統合の方針

決定後に、交通条件が変わるという理由で早急に対応するよう警察に要望していく考

えである。 

 

・中学生の自転車通学と小学生の登校が一緒になって危険ではないか。 

⇒現在、小学校では交通指導員の配置などにより子どもの見守りをしている。これから

も子どもたちの安全のために対策を検討していく。 

 

・信号機をつけることができないこともあるのか。 

⇒設置するのは警察の判断である。久喜市としても皆様からのご意見等を警察に伝えて、

要望書を提出する予定である。 

 

・信号機の設置は、統合の方針が決定してからでは遅いのではないか。 

⇒以前から担当課で要望は出しているようであるが、設置できていないことが現状であ
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る。これからは、統合することによって、交通条件が変わる理由も含め、警察に強く

要望をしていく考えである。 

 

・信号機がつかなかった場合は、通学路の変更はあるのか。 

⇒現段階での想定であるので変更もあるが、安全面を考慮すると、別の経路は難しいの

ではないかと考えている。ポストコーンや道路の表示、ミラーなどでの安全対策も考

えている。 

 

・統廃合の方針が決まるのはいつか。 

⇒目標としては、来年２月に教育委員会で統合の方針決定をしたいと考えている。過程

としては、保護者の皆様にご理解を得たかどうかを判断するため、１０月下旬を目安

にアンケートを実施する予定である。その結果を踏まえ、久喜市立小・中学校学区等

審議会の答申をいただき、最終的に教育委員会で方針決定をしていきたいと考えてい

る。 

 

・中学 3年生の統合時の制服は菖蒲南中学校の制服なのか。 

⇒菖蒲南中学校の制服でご理解願いたいと考えている。 

 

・以前の説明会で、私たち６年生の要望である学級編制はどうなったのか。中学３年生

で統合する場合、菖蒲南中学校のクラスのままで行きたいということはどうなったの

か。 

⇒制度上では、４０人以下であれば 1学級は可能である。しかし、当事者である子ども

たちの意見が重要であるため、アンケートなどを取り、意見を聞いていきたいと考え

ている。また、小林小学校以外の菖蒲地区の小・中学校でもご意見を聞いていきたい

と考えている。子どもにとって、1番よい方法を考えて決定していきたい。 

 

・学級編制について、決定するのはいつか。 

⇒学級編制については、統合の時期が近くなってから決定する予定である。ある程度、

新たな学校のあり方が具体的になった段階で決定するものと考えている。 

 

・学級編制のことで、菖蒲中学校区の保護者の方が混ぜた方がよいという意見が多い時

にはどうするのか。菖蒲南中学校の生徒の負担も考えてほしい。 

⇒子どもたちへのアンケート等で客観的に判断をしていきたいと考えている。 

 

・栢間小学校の保護者にも、小林小学校の保護者の考えや意見を伝えてほしい。 

⇒９月３０日（月）に意見交換会を実施するので伝えていきたいと考えている。 

 

・統合前の部活動の交流はどうなるのか。１年生のころから交流がたくさんあった上で

の学級編制なら考え方を変える気持ちを持てるのだが。 
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⇒部活だけでなく、行事関係などの他の交流機会も設けていく予定である。 

 また、部活動の合同活動では、平日の移動時間や移動方法で課題が多いのは確かであ

る。学校と相談をすることでより良い方法を検討していく考えである。 

 

・菖蒲南中学校の部活動の人数が、少なくなっていることが心配である。 

⇒菖蒲中学校と菖蒲南中学校による合同チ－ムで公式試合へ出場できるように中学校

体育連盟の規約変更があった。また、統合時のユニフォーム等は、保護者の皆様の負

担を軽減するため、久喜市で用意するよう検討していく予定である。 

 

・学級編制や部活動の関係などは、いつ決定するのか。 

⇒２月に教育委員会で統合の方針を決定した後に、新校設立準備委員会の中で協議をし

て決定していきたいと考えている。 

 

・来年２月にすべてが決まるということか。 

⇒来年２月の統合の方針決定は、「菖蒲中学校と菖蒲南中学校の統合」「令和４年４月に

統合」「新校の場所は菖蒲中学校」の３点を決定することである。他の個別具体的な

ことは、方針決定後の新校設立準備委員会で協議をして決定していく考えである。 

 

・保護者の中には、今後のスケジュール等を理解していない人が多いと感じるので説明

する必要があるのではないか。 

⇒１０月下旬に実施するアンケートの時に参考資料をつける予定である。この参考資料

で保護者の皆様に理解をしていただければと考えている。 

 

・統合の方針が決定した後、統合の期日が変更になることはあるのか。 

⇒統合の方針が決定した後の期日変更はない。 

 

・２月に統合の方針を決定して準備は間に合うのか。 

⇒２年間でしっかりと準備をしていきたいと考えている。 

 

・聞いた話だが、統合の時期がまた伸びるという話を聞いたのだがどうなのか。 

⇒来年度には、菖蒲南中学校は各学年１学級になる恐れもあり、学級数が減少する見込

みである。 

 生徒たちの学校生活に影響が出ることを懸念している。教育委員会としては、早急な

統合が必要であると考えている。ただし、保護者の方、地域の方にご理解いただいた

上で方針決定していく考えである。 

 

・なぜ、９月の方針決定から２月の方針決定に変更したのか。 

⇒９月の段階では、保護者の方のご理解が不十分であると判断した。保護者の方のご理

解を得た上で進めていく方針であるため来年２月の方針決定を目標とした。 



6 

・久喜市議会での承認は得ているのか。 

⇒教育委員会の統廃合の方針決定後に、新校設立準備委員会で協議し、新たな学校の基

本的な事項が決まってから、久喜市議会に条例の改正案をお示しする予定である。 

 

・登下校の安全はどのようになっているのか。道路の改良をしないまま方針の決定をす

るのか。 

⇒県道（小林交差点）であれば埼玉県、信号機であれば警察に強い要望をしていく考え

である。いつまでに対応できるかは、関係機関の判断となるため、市では判断できな

い。 

  ポストコ－ンや道路への表示、道路の照明、安全監視員による子どもたちへの見守

り等の安全対策も検討していく考えである。 

  

・信号機の設置や道路の改良をしてもらうため、保護者たちによる署名等は役に立つの

か。保護者としても協力できることはしていく考えである。 

⇒保護者や地域の方の強い意見があることを伝えることができるため有効である。 

  

・要望書を警察に出すのはいつになるのか。 

⇒統合の方針決定後になる。また、交通対策の話は、関係課とも連携をとっているので

方針が明確になった後、要望書の提出等も含めて具体的に検討していく予定である。 

 

○第３回（栢間小学校５年保護者） 

・子どもたちの登下校は、スクールバスのみということになるのか。 

⇒統合の方針を決定した後、子どもたちにアンケートを取り、スクールバスを希望する

のか、部活動等の事情のため自転車を希望するのかを聞いていく考えである。 

 

・日によって、スクールバスや自転車ということは可能か。 

⇒具体的には、新校設立準備委員会でご意見を聞きながら決定していきたいと考えてい

る。バスの乗車人数の管理という点も考慮しながら、協議していきたいと考えている。 

 

・平日はスクールバス、土日の部活動では自転車ということは可能か。 

⇒土日の部活動は、時間も様々であるのでスクールバス運行について、今現在想定でき

ていない。今後の協議で決定していきたいと考えている。 

 

・統合の方針も決定していないということは、統合が先に伸びるということはあるのか。 

⇒教育委員会では、令和４年４月に菖蒲南中学校と菖蒲中学校を統合する案を示してい

る。菖蒲南中学校は、来年度各学年 1学級になる恐れがある。そうなると子どもたち

の教育活動に何かしら影響が出る恐れがあるため、これ以上、後に伸ばすことは教育

委員会としても学校運営上、課題が出てくるので危機感を感じている。 
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・令和４年４月に統合する方針を決定できないのは反対意見が多いからか。 

⇒今年度はアンケートをとっていないので、正確な数字は把握できていない。１０月下

旬にアンケートをとり、保護者の皆様のお考えを伺っていきたいと考えている。 

 

・アンケートは誰に配るのか。 

⇒菖蒲地区全ての小中学校の保護者の方にアンケートをお願いする予定である。 

 

・菖蒲中学区の保護者は、統合して新校になるということで制服や体操服が変わるかも

しれないということを理解した上でアンケートをするのか。 

⇒教育委員会は、菖蒲南中学校と菖蒲中学校を統合して新しい学校ということで考えて

いる。今の段階の案として、統合時の中学 1年生、今の小学４年生から新しく制服等

を切り替える。また、統合時中学２，３年生、今の小学５，６年生は、菖蒲南中学校

の制服を新しい学校でも使える案を考えている。しかし、統合後は、菖蒲南中学校出

身の生徒が全体的に少ないなどの課題もあるので、対応を引き続き検討していきたい

と考えている。 

 

・スクールバスではなく、自転車で行かせたい場合の安全の配慮はどうか。 

⇒実際、どのくらいの生徒が自転車で登校して、どこを通学路にするのかがはっきりと

していない為、具体的なことが言えず申し訳ないが、スクールバスを運行するという

こともあるので、自転車通学のための大がかりな安全対策は難しいと考えている。基

本的にはスクールバスで登校することと考えてほしい。しかし、部活動等で自転車通

学を希望する場合もあると思うので、安全な道路等を通学路としていきたいと考えて

いる。通学路のルートの決定は、保護者の方や学校のご意見を伺いながら決定してい

きたいと考えている。 

 

・スクールバスは、何台想定しているのか。 

⇒基本的には１台と考えている。下校時、特に夏の時期は少なくとも３便必要であると

考えている。例えば 16時、17時、18時の便といったように、子どもたちの帰る時間

に合わせて運行することを考えている。白岡市の大山地区でもスクールバスを運行し

ているので、そのような事例を参考にしていきたいと考えている。 

 

・スクールバスを運行することが決まっているのであれば、前もってスクールバスを用

意して菖蒲南中学校生徒を菖蒲中学校まで送ることで部活動の交流を図っていく考

えはないのか。 

⇒来年度からスクールバスを運行することになれば、運行経路を確定するプロセスや国

への手続きもあり、統合前にスクールバスを運用することは難しいと考えている。 

これらについて、統合までの準備期間に確定していきたいと考えている。 
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・令和 3年度、統合１年前はスクールバスの運行はできないのか。部活動の送り迎えは

できないのか。スクールバスでの運行ができないのなら、土日の部活動合同練習では、

菖蒲南中学校の生徒は、自転車で菖蒲中学校まで行くということか。 

⇒具体的な方法は、はっきりとしていない状況であるが、安全な方法を検討していきた

いと考えている。 

 

・校長先生や教頭先生も含めて先生方の異動はあるのか。 

⇒教職員の配置は県で行っているが、久喜市教育委員会としては、統合に伴って菖蒲南

中学校と菖蒲中学校の実情を知っている先生の配置を配慮してくれるよう強く要望

していく。 

 

・今の６年生は合併時には中学 3年生になる。担任の先生の配置も配慮してほしいがど

うか。 

⇒菖蒲南中学校と菖蒲中学校の実情を知っている先生の配置を配慮してくれるよう強

く要望していく。 

 

・本日の意見交換会で、５年生と６年生を分けた理由は何かあるのか。 

⇒５年生と６年生の保護者では、統合時に高校受験を控えているなど、状況が異なる点

もあり、５，６年生で分けて意見交換会を実施した。 

 

・教育課程のすり合わせということで、菖蒲南中学校の１年生は、２・３年生と定期テ

ストの日程が違うと聞いた。定期テストの作成も菖蒲中学校の先生が作っているとい

うことを噂で聞いたがどうか。菖蒲南中学校の１年生も２・３年生と同じ期間でやっ

た方がよいのではないか。 

⇒学校と相談や確認をしていきたいと考えている。 

 

○第４回（栢間小学校６年保護者） 

・スクールバスの台数と本数についてはどうなっているのか。 

⇒基本は中型バス１台で朝２便、夕方に２便から３便と考えている。白岡市大山地区で

も白岡中学校へのスクールバス通学の事例もあるので参考にしていき、部活動等にも

合わせた時間設定にしていきたいと考えている。 

 

・栢間小学校に通っている子どもは全て、スクールバスに乗れるのか。 

⇒基本的に栢間地区の全ての子どもたちは乗れる設定で考えている。 

 

・柴山枝郷地区はどうか。 

⇒広域農道（いなほ通り）を境目にして、小塚地区などはスクールバスが必要であると

考えている。丸谷地区や神の木地区は直接、菖蒲中学校に行った方が近いので自転車

通学を考えている。 
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・スクールバスは、土日の部活動の時も運行するのか。部活動に参加する子どもたちの

送迎を保護者が行うことも考えられるのか。 

⇒土日の運行は検討中である。統合の方針を決定した後、２年間の準備期間の中で、新

校設立準備委員会で協議して決定していく考えである。 

 

・スクールバスのバス停に駐輪場はあるのか。バス停まで自転車可にならないか。 

⇒保護者の方からのご意見があるということで、新校設立準備委員会で議題にしていく

予定である。しかし、久喜市の敷地であれば駐輪場所を設置することは可能だが、他

の方の敷地に駐輪場所を設置することは難しい。今現在、示しているバス停の位置は、

子どもが集まりやすい場所であるので、今後もより良い場所を検討していきたいと考

えている。 

 

・スクールバスは自由に乗ることができるのか。 

⇒乗車生徒数の管理等は必要であると考えている。安全管理上のため、学校もバス事業

者も把握する必要があると考えている。これから仕組み作りが必要であると考えてい

る。 

 

・新校設立準備委員会はいつからはじまり、どのくらいの間隔で開いていくのか。 

⇒統合の方針が決定すれば、１，２ヶ月のうちに新校設立準備委員会を立ち上げる予定

である。会議については、１～２ヶ月の間隔で全体会議を開いていく予定である。 

 

・今の６年生は、菖蒲南中学校に入学した時には、まだ見通しがつかない状態であるの

か。 

⇒今後のスケジュールとして、１０月下旬にアンケートをお願いする予定である。その

際、今まで保護者や地域の皆様から頂いたご意見を踏まえた教育委員会の考え方を同

封するので、それを見ていただいた上で統合についての考えを伺っていきたい。 

 その後、久喜市立小・中学校学区等審議会で答申をだしていただき、久喜市教育委員

会で方針を決定していく予定である。 

 

・現在の６年生は、いつ、どこの中学校の制服を購入すればいいのか。 

⇒現在の菖蒲南中学校の制服になると考えている。 

 

・菖蒲南中学校と菖蒲中学校が統合した時は、今の５，６年生は菖蒲南中学校の制服を

着ていくのか。 

⇒そのように検討している。 

 統合時には、学校全体で見れば３種類の制服になることを想定している。 

 

・統合した時の菖蒲南中学校と菖蒲中学校の生徒の比率はどうか。 

⇒菖蒲南中学校が１、菖蒲中学校が３であると見込んでいる。 
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・今の４年生は、統合時に新しい制服になるのか。また、制服が新しく変わった場合は、

その学年より下の学年は菖蒲南中学校の制服を着ることはできないのか。 

⇒新校設立準備委員会の協議で決定をしていく予定である。また、新しい制服に切り替

わった場合は、申し訳ないが、新しい制服にしていただくことでご理解いただきたい

と考えている。 

 

・ジャージ等も菖蒲南中学校のものを準備するのか。 

⇒はい。そのように考えている。 

 

・学級編制のことは、子どもたちにも聞くのか。 

⇒子どもたちの意見が重要であると考えているので聞いていく予定である。また、通学

や制服等、統合後に変わることについても子どもたちに聞いていく予定である。その

結果を踏まえ、新校設立準備委員会で協議をしていく考えである。 

 

・以前、子どもに聞くことで子どもが動揺するので聞かないと言っていたが、今回はア

ンケートを取るのか。 

⇒子どもたちに対して、統合に賛成か反対かを聞くことは難しいと以前回答してきた。

一方で統合の方針が決定した後、子どもにとってどのような学校がよいかということ

は、子どもたちの考えを十分に聞かなくてはいけないことであると考えているので、

子どもにアンケート等で意見を聞く予定である。 

 

・子どもたちに、具体的に何を聞いていくのか。統合の方針が決定した後に聞くという

が、今の６年生は菖蒲南中学校の制服を買っているのに制服については何を聞くのか。 

⇒具体的な内容は、これから考えていかなければいけないことであるが、例えば、菖蒲

南中学校の制服がよいとか、菖蒲中学校の制服がよいなど比較的分かりやすい選択肢

にしていきたいと考えている。また、通学の事であれば、スクールバスがよいとか、

部活のことがあるので自転車がよいなどを聞いていく予定である。 

 

・個人的には、今の 6年生は、初めから菖蒲中学校の制服にしていくことがよいと考え

ているがどうか。 

⇒他の学校の保護者から、菖蒲南中学校の中で制服等がバラバラになるのはおかしいと

いうご意見もある。現時点では、今の５，６年生から菖蒲中学校の制服にしていくこ

とは難しいと考えている。 

 

・統合の日程を１年間伸ばしたにもかかわらず、具体的なことがほとんど決まっていな

いのでは、今の６年生が一番影響を受けることに納得いかない。保護者の負担が増え

る。子どもも統合に反対をしている。子どものためを考えての統合というが、子ども

も喜んでいない。 

⇒昨年度に統合時期を延ばした理由として、通学のスクールバスのことを含めて具体的
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な内容がほとんど示せていなかったことや、保護者や地域の方のご理解を得ていない

ことから伸ばした経緯がある。しかし、統合の方針が決定しなければ、新校設立準備

委員会を立ち上げ、具体的なことを決定することができない現状もある。 

 

・統合の方針決定というのは、統合をするかどうかということか。方針が決定しなけれ

ば、たくさんの決めなければいけない内容は、そこからしか検討することができない

のか。 

⇒そういうことである。 

 

・誰がどこで統合の方針決定を決めるのか。 

⇒保護者や地域の方のご理解を得たと判断したうえで、久喜市立小・中学校学区等審議

会で答申をいただき、最終的には教育委員会が統合の方針を決定することになる。 

 

・新校設立準備委員会はいつ立ち上げるのか。 

⇒統合の方針が決定した後である。 

 

・統合の方針決定とは、どのようなことを決定していくのか。 

⇒具体的には、菖蒲南中学校と菖蒲中学校が統合するということ、令和４年４月に統合

するという時期のこと、新しい学校の場所の３点である。 

 

・統合の方針が決定をしてから、子どもに関わることを決めていくのか。 

⇒個別具体的な内容は、統合の方針後に決定していく予定である。 

 

・具体的な物事が決定していないのに、統合に賛成しろということか。 

⇒教育委員会では、今まで示したものは案として示している。具体的なことは、新校設

立準備委員会で協議し、教育環境がよりよいものになるようにしていきたいと考えて

いる。 

 

・現在の６年生は、中学３年生で統合をすることで高校受験がすぐにある。新しい学校

で相談しやすい先生がいなくなることは困る。不安である。 

⇒統合後の学校に配置される教員は、菖蒲中学校や菖蒲南中学校のことが分かる教員の

配置を考慮していきたいと考えている。できる限り、子どもにとって不安にならない

教育環境を構築していく考えである。 

 

・確実に菖蒲南中学校の教員を３名配置することができると約束はできるのか。 

⇒教員配置は県で行うため、確約は難しいが人事関係も含めて、菖蒲南中学校の子ども

たちが困らないような教育環境を構築していく考えであり、県にも強く要望していく。 
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・菖蒲中学校区の小学校の保護者は、新しい制服になるかもしれないということをどの

ように受け止めているのか。 

⇒菖蒲中学校区の３つの小学校の保護者は、制服の取り扱いがどうなるかをなるべく早

く決定してほしいというご意見が多い。 

 

・菖蒲中学校区の小学校は、新しい制服になることは賛成なのか。 

⇒菖蒲中学校区では、制服の取り扱いがどうなるかが決定しなければ、この後どのよう

にすればよいかが分からないので、早く決定してほしいという意見が何件かあった。 

 

・統合と吸収合併では何が違うのか。 

⇒久喜市が行っている学校統廃合は、あくまで統合する学校は対等で新しい学校を作る

ことを方針としている。 

 

・制服やスクールバス、金銭的な補助など、はっきりと決定してから統廃合の方針決定

をすることはできないのか。もう 1年延ばすことはできないのか。 

⇒令和２年度にも３学級になる可能性のある菖蒲南中学校の現状を考慮すると、これ以

上、統合時期を延ばすことは適切でないと考えている。 

 

・年末までにこのような意見交換会は実施するのか。 

⇒１０月下旬に行うアンケート結果によって、意見交換会の開催を検討する。 

 

・栢間小学校の保護者と小林小学校の保護者で一緒に意見交換会を実施する予定はな

いのか。小林小学校の保護者の意見を知りたい。 

⇒今のところ実施する予定はない。 

 小林小学校で行った説明会や意見交換会の内容は、報告書で栢間小学校の保護者の皆

様にも配布をしている。 


