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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） 

ただ今から、令和元年度第５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） 

はじめに、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 皆さんおはようございます。 

年の押し迫ったこの時期に、お忙しいところお集まりいただきまして、ありが

とうございます。学校の方では、もうじき冬休みということで、学校の現場では、

先生方が大変お忙しいだろうと。子ども達も冬休みとかクリスマスとか色々な行

事等で楽しみにしているところがあると思います。川羽田委員からインフルエン

ザの流行を聞きましたが、今のところさほどではないということで、これからど

うなるかとのことであります。この地域は意外に東京とか他のところに通勤して

いる保護者が結構いますので、そのうちに、久喜市内にも入ってくる可能性が十

分にあるのではないかと思いますので、お互いに十分に注意して頂ければと思い

ます。 

それでは、早速ではございますが、第５回の久喜市立学区等審議会を開催した

いと思います。よろしくお願いします。 

 ３ 答申 

司会 

（森下主幹） 

ありがとうございました。 

次に、議事に先立ちまして、菖蒲南中学校の関係につきましては、前回の会議

で、本日答申をいただけるとのことでございました。 

本日の公務や議事の進行の都合もございまして、はじめに答申をお願いしたい

と存じます。 

なお、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。 

よろしくお願いいたします。 

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、名簿順で中村委員を指名しますので、
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よろしくお願いいたします。 

 それでは、はじめに菖蒲南中学校の関係で答申を提出したいと存じますが、前

回の会議で答申書の素案を審議いたしました。 

 その内容を踏まえて、事務局で答申書（案）を作成したとのことです。事務局

から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。 

資料のご説明に先立ちまして、１点ご報告をさせていただきたいと思います。

去る１２月４日に小林小学校・栢間小学校・菖蒲南中学校という関係３校合同の

学校運営協議会がございました。その際に事務局でお伺いし、今年度における菖

蒲南中学校の統廃合に関する検討の状況、保護者への説明の状況、それから先日

実施した保護者アンケートの結果、それとこちらの審議会で本日答申予定という

ことをご説明してまいりました。その中で、ご質問等といたしましては、今後の

菖蒲地区全体的な学校の適正配置について、どのように考えているかが主でござ

いまして、地域の皆さまも含めて、ある程度ご理解は進んできたのかなと考えて

おります。以上、ご報告させていただきます。 

それでは、資料１をご覧ください。こちらは、１１月８日の第４回の審議会に

おいてご確認いただいた答申書の素案を基にいたしまして、先日の会議の中でい

ただいたご意見の内容や附帯意見を加筆し、修正したものです。下線部分が修正

したところでございます。 

本日、答申書をご提出いただきたいと考えておりますので、改めて、ご確認く

ださいますようお願いいたします。 

議長（西崎会長） ただ今、答申案ということで前回のものに加筆、修正したということで、菖蒲

南中学校の統廃合等の検討に関する答申書案になっている。前回は附帯意見もあ

りませんでしたが、このように、江面第二小学校の時と同じように、こちらの審

議会で話題になった内容を含めた文言にしているわけでございます。何か内容に

ついてご質問等はございますか。 

松本委員 自分のこだわりで申し訳ないのですが、どうかと思ったので、下から３行目の

「また、」の後、「廃止後の学校施設」とあるのですが、廃止より廃校の方がよ

いのかなと思ったのですが、いかがでしょうか。 

議長（西崎会長） ただいま、「廃止後の学校施設」を「廃校後の学校施設」の方がよいのではな

いかというご意見がありましたが、事務局としてはいかがでしょうか。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

現状の記載は江面第二小学校の内容と同じものを入れさせていただいておりま

して、その時の文言としては、「廃止後」という言葉を使っているところでござ

います。 

議長（西崎会長） 考え方としては、江面第二小学校の時と同じ言葉の方がよいかなと思いますの

で、もしよろしければ、このままでお願いできればと思うのですが、よろしいで

しょうか。 

 ＜はいとの声あり。＞ 

議長（西崎会長） それでは、この案に第何号であると日付とかを含めて、正式な答申書を作成し
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ていきたいと思います。事務局で準備をお願いできればと思います。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

確認ですが、この原案のとおりということでよろしいでしょうか。 

議長（西崎会長） 原案のままでよろしいですか。 

 ＜はいとの声あり。＞ 

議長（西崎会長） では、原案どおりで作成を進めていただければと思います。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

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、答申の準備のため、休憩とさせていただきます。なお、１０時２５

分から再開したいと思いますのでよろしくお願いします。 

 ＜休憩＞ 

＜柿沼教育長入室＞ 

司会 

（森下主幹） 

それでは、時間の方は予定より少し早いのですけれども、用意が整いましたの

で再開させていただきたいと思います。 

それでは、西崎会長から柿沼教育長へ答申書を提出いただければと思います。 

会長、教育長よろしくお願いいたします。 

 ＜会長が答申書を読み上げ、教育長へ提出＞ 

司会 

（森下主幹） 

ありがとうございました。 

ここで、柿沼教育長からあいさつを申し上げます。 

柿沼教育長 皆さまこんにちは。 

委員の皆さま方には平成２９年５月２４日に諮問をさせていただいております

「久喜市立小・中学校の統廃合等の検討について」、昨年度の江面第二小学校に

引き続いて、本日、菖蒲南中学校について答申書をいただきました。誠にありが

とうございます。西崎会長をはじめ、審議会の委員の皆さまには長きに渡りまし

て慎重なるご審議を重ねていただきましたことに重ねて御礼申し上げます。 

教育委員会では、本日ご提出いただきました答申書の内容を踏まえまして、令

和２年１月または２月に開催予定の教育委員会において、菖蒲南中学校の小規模

化に伴う教育環境を改善するための学校の統廃合あるいは新たな学校の設立に向

けての方針を決定してまいりたいと考えております。 

さて、菖蒲南中学校については、先ほどもお話がありましたけれども、当地区

の少子化の影響で、生徒数が減少しております。１学年あたりで見ますと約４０

人前後、全校でも１１０人という状況でありますので、２つの学年は単学級であ

ります。今後も減少が進むということで、おそらく来年度は全学年単学級の学校

になるのではないかと推測しております。 

これまでのご審議の中でも、委員の皆様には議論していただきましたが、生徒

数、学級数の減少は連動しまして教職員定数が減ることになります。中学校は教

科担任制でありますので、それに必要な教員の配置、また学校事務職員の配置も
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全校で３学級以下になりますと配置がされないという大変厳しい状況になるわけ

です。また中学校では子ども達にとって、部活動が大変重要な位置にあるわけで

すが、部員数の減少により、現に野球部が休部状態になっておりますけれども、

存続出来ない部も多くなると想定されるわけでございます。このような現状の改

善のために、本日答申いただきましたように、菖蒲中学校との統合ということに

なるわけでございますが、この事につきましては、菖蒲南中学校の生徒や保護者

はもとより、地域の皆さまにとっても、大きな転換でございますので、不安も大

きいものというように受け止めているところでございます。教育委員会では、特

に思春期にある中学生が、この統合を前向きに受け取れるよう両校の交流の機会

を充実させていくことが重要なことかと考えております。また、通学区域が広域

となりますので、安全に通学出来るよう通学方法や安全対策についても最大限の

努力をしてまいります。 

引き続きまして、関係学校の保護者や地域の皆様のご意見を伺いながら、課題

の解決に努め、令和４年４月の統合に向けて、尽力してまいりたいと考えており

ます。 

なお、当審議会に諮問しております学校統廃合等の検討が４校あるわけでござ

いますが、残り２校のうち、上内小学校につきましては、通学区域としている「わ

し宮団地」の再生事業が計画されていることもあり、児童の転出等による児童数

の減少が進行しております。 

その結果、今年度の１年生が５人で、来年度の１年生も同程度またはそれ以下

になることが見込まれておる状況で、複式学級の編制も起こりうるという状況で

ございます。 

このようなことから、今後は、上内小学校の関係について委員の皆さまに、ご

審議をお願いしたいと思います。上内小学校があります東武鷲宮駅の西側の区域

には、鷲宮小学校と上内小学校、そしてその中間に鷲宮西中学校がございますの

で、こういう地域性とかこれまでの沿革などを考慮しながら、「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」の中にもあります、「義務教育学

校」の設置を新たな学校として検討していただきたいと考えております。 

詳細につきましては、この後事務局の説明があると思いますが、本市の教育を

さらに発展、充実させるためにも、重要な検討となりますので、委員の皆さまに

は引き続きのご審議をお願い申し上げます。 

今年も残すところ後わずかとなりました。委員の皆様には、ご健勝にて良い年

をお迎えになりますよう、心からご祈念申し上げ、大変長くなりましたが、私か

らの御礼のあいさつとさせていただきます。この度は大変ありがとうございまし

た。 

司会 

（森下主幹） 

柿沼教育長においては、この後の公務もございますので、ここで退席させてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

 ＜柿沼教育長退席＞ 

 ４ 議事 

司会 次に、議事でございます。 
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（森下主幹） 議事の進行にあたりましては、引き続き西崎会長に議長をお願いしたいと思い

ます。会長、よろしくお願いいたします。 

議長（西崎会長）  それでは、本日の議事である「市立小・中学校の統廃合等の検討について」で

ございますが、上内小学校の関係で保護者を対象とした説明会を実施したとのこ

とであります。 

 本日は、説明会の内容や保護者の意見を踏まえて、上内小学校の統廃合の方法

や相手校をどうするか、今後の進め方に関する方向性について審議したいと考え

ております。 

このあと、事務局から資料の説明がありますが、その後、このことについて皆

さんからご意見をいただく予定でございますので、よろしくお願いします。 

それでは、事務局から資料の説明をお願いします。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

 上内小学校の統廃合等の検討に関しましては、令和元年１１月２７日から１２

月６日にかけて、上内小学校、鷲宮小学校及び鷲宮西中学校において保護者対象

の説明会を開催いたしましたので、資料に沿ってご報告申し上げます。 

 はじめに、参考資料をご覧ください。こちらは説明会において配布した資料で

ございます。なお、このうち、「資料２」と「上内小学校の統廃合等の検討に関

する意向調査」につきまして、検討対象校である上内小学校と、関係学校である

鷲宮小学校及び鷲宮西中学校では、説明する内容や質問項目の要点が異なったた

め、中身を変えて配布しております。 

 さて、説明内容の概略でございますが、はじめに、参考資料のうち資料４に基

づき、上内小学校の児童数や学級数の見込みについてご説明し、早ければ令和２

年度から複式学級が編制される可能性があることをお伝えしております。 

 次に、資料１に基づき、上内小学校を統廃合した場合と残した場合のメリット・

課題について比較検討した結果をご説明し、子どもたちの教育環境を考慮すると、

学校統廃合が必要であることをお伝えしております。 

 次に、資料２及び資料３に基づき、上内小学校を統廃合する場合の考え方や、

現在の学校施設の状況をご説明しております。 

 上内小学校では、現在の学校の状況や、江面第二小学校における検討事例をご

説明のうえ、資料２にあるとおり、統合する場合の３つの例をお示しいたしまし

た。 

 また、鷲宮小学校及び鷲宮西中学校では、学校統廃合等の検討に関する説明会

を初めて開催したことから、教育委員会の基本方針や義務教育学校について説明

のうえ、上内小学校と同様に、統合する場合の３つの例をお示しいたしました。 

 最後に、資料５に基づき、久喜市における学校統廃合の検討状況や、埼玉県内

における学校統廃合の事例について概要をご説明したところでございます。 

 なお、説明会では、保護者に「意向調査」の用紙を配布し、複式学級の編制や

学校統廃合に対するお考えを伺ってまいりました。 

 参考資料の内容については以上となりますが、本日の資料２は、「意向調査」

の回答結果についてまとめておりますので、説明会の状況と併せてご報告いたし

ます。 

 それでは、本日の資料２をご覧ください。上内小学校の統廃合等の検討に関す
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る意向調査の報告書でございます。 

 はじめに、上内小学校につきましては、１１月２７日及び２８日に保護者懇談

会が開催され、その機会に保護者へ説明を行ってまいりました。 

 説明会の参加者ですが、１１月２７日は学校運営協議会の委員８人を含めて全

部で２２人、１１月２８日は１２人で、合計３４人となっており、意向調査につ

きましては、より多くのご意見を集められるよう、用紙を全保護者に配布した結

果、最終的に３６人から提出があったものです。 

 説明会におけるご意見やご質問でございますが、説明会の終了後において、鷲

宮小学校の保護者の反応がどのようなものかというご質問、統合の時期はいつに

なるのかというご質問などがあったところでございます。 

次に、意向調査の回答結果でございます。 

問１として、「上内小学校における複式学級の編制に関して」ご意見等を伺っ

たところ、複式学級を編制しないことを求めるご意見が１７件あり、編制によっ

て学習の遅れや学力低下を心配するご意見が多くあったほか、学校統廃合を進め

てほしいというご意見も見受けられました。 

一方、複式学級を編制してもかまわないというご意見が１０件あったほか、回

答が未記入であるものやその他のご意見が９件ございました。 

まとめますと、複式学級の編制について賛否の考えを明確にしている２７件の

うちでは、約３分の２にあたる１７件が「複式学級を編制しないでほしい」とい

う結果でございました。 

続いて、問２として、「複式学級の編制が見込まれるような小規模校について、

早急に学校統廃合が必要である」と考えていることについてご意見等を伺ったと

ころ、学校統廃合に賛成的なご意見が２４件あり、児童数の減少や複式学級の編

制が見込まれるなどの現状から、学校統廃合を早急に進めたほうがよいというご

意見が多かったところでございます。 

一方、学校統廃合に反対的なご意見が３件あり、統合を急ぐ必要は無いという

ご意見や、学区の編制見直しなどを求めるご意見がございました。 

続いて、問３として、「市に対応を望むこと」についてご意見等を伺ったとこ

ろ、２３件のご意見があり、江面第二小学校のように市費負担の教員を配置して

複式学級を編制しないように対応することを求めるご意見が多数あったほか、一

部では学校統廃合を進めたほうがよいというご意見や、義務教育学校の設置を希

望するご意見もございました。 

続きまして、鷲宮小学校につきましては、１２月２日に保護者懇談会が開催さ

れ、その機会に保護者へ説明を行ってまいりました。 

 説明会の参加者は１５８人となっており、意向調査につきましては、説明会参

加者のうち、最終的に３４人から提出があったものです。 

 説明会におけるご意見やご質問でございますが、上内小学校の保護者が複式学

級の編制についてどのように考えているのかというご質問、関係学校である鷲宮

小学校へ説明に来るのが遅いが、時間をかけて説明をする考えがあるのかという

ご意見、統合の時期に関するご質問、今後の説明会等の開催に関するご質問、鷲

宮小学校の学校施設に関するご質問、学校名は統合後も「鷲宮小学校」となるの
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かというご質問、対等な統合ではなく、鷲宮小学校への吸収合併という形でない

と納得できないというご意見などがございました。 

次に、意向調査の回答結果でございます。 

問１として、「複式学級の編制が見込まれるような小規模校について、早急に

学校統廃合が必要である」と考えていることについてご意見等を伺ったところ、

学校統廃合に賛成的なご意見が１８件あり、小規模化の状況や子どもの将来を考

えれば、学校統廃合を早急に進めたほうがよいというご意見が多数あったほか、

義務教育学校に興味がある・設置を希望するといったご意見、鷲宮小学校と上内

小学校を統合して、新校の位置を鷲宮小学校とするのがよいというご意見、鷲宮

小学校に上内小学校の子どもが入ればよい、といった吸収合併がよいとするご意

見などがございました。 

一方、学校統廃合に反対的なご意見が２件あり、上内小学校の関係者が統合を

望まないのなら、無理に統合する必要はないというご意見などがございました。 

また、回答未記入やその他のご意見が１４件あり、鷲宮小学校へ説明に来るの

が遅い、もっと説明をこまめに行ってほしいというご意見があったほか、子ども

たちの学校生活の環境が悪化しないようにしてほしいというご意見、鷲宮小学校

の施設を改修し、上内小学校の子どもが鷲宮小学校に通学すればよいというご意

見などがございました。 

続いて、問２として、「市に対応を望むこと」についてご意見等を伺ったとこ

ろ、子供たちや地域住民に意見を聞く機会はあるのかといったご意見や、統合す

る場合の環境の変化、必要な費用や今後のスケジュールなどについて説明を求め

るご意見、鷲宮小学校に上内小学校の子どもを受け入れるような対応を希望する

ご意見などがございました。 

続きまして、鷲宮西中学校につきましては、１２月６日に保護者懇談会が開催

され、その機会に保護者へ説明を行ってまいりました。 

 説明会の参加者ですが、１年生保護者が１７人、２年生保護者が３３人、３年

生保護者が１７人、合計して６７人となっており、意向調査につきましては、説

明会参加者のうち、最終的に３人から提出があったものです。 

 説明会におけるご意見やご質問は、時間の都合もあり、特になかったところで

ございました。 

次に、意向調査の回答結果でございます。 

問１として、「複式学級の編制が見込まれるような小規模校について、早急に

学校統廃合が必要である」と考えていることについてご意見等を伺ったところ、

学校統廃合に賛成的なご意見が２件あり、一刻も早く統合すべきであるというご

意見、小学校と中学校の統合はどうかと思うが、鷲宮小学校と上内小学校の統合

は仕方ないというご意見がございました。 

続いて、問２の「市に対応を望むこと」に関しては、回答が未記入となってお

り、特にご意見がなかったところでございます。 

続きまして、本日の資料３「上内小学校の統廃合等の検討に関する今後の進め

方について」をご覧ください。 

このたび、関係学校の保護者に対してご説明した内容や、意向調査を通して頂
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いたご意見を踏まえまして、上内小学校における学校統廃合の進め方について整

理した資料でございます。 

はじめに、教育委員会の基本方針の考え方についてでございますが、学校を統

廃合する場合、①として「関係学校の保護者や地域住民にご理解をいただいたう

えで進める」こと、②として「統合の場合、関係学校の規模や設置年数に関わら

ず、原則として対等な統合とし、統合による新たな学校を設置する」こと、③と

して「統合による新たな学校では、原則として既存の学校施設を利用する」こと、

以上３つの考え方に基づいて検討を進めております。 

また、学校統廃合にあたって、教育委員会では、小中一貫教育を推進している

ことから、小学校と中学校を一体とする「義務教育学校」の新設も検討するもの

としております。 

なお、義務教育学校の詳細については、説明は割愛いたしますが、この資料の

裏面に記載しておりますので、ご参考としてください。 

こうした考え方に基づきまして、上内小学校における学校統廃合等の対応の例

としては、３つの例が考えられるところです。 

資料の下半分に掲載しております、表をご覧ください。 

１つ目は、上内小学校と鷲宮小学校を統合して、鷲宮小学校の位置に新たな小

学校を設置する場合ですが、統合時期の目安は、今後の説明・検討期間や新校を

開校するための準備期間などを考慮すると、最短で令和５年４月と見込まれます。 

メリットと課題につきましては、上内小学校の小規模化の課題を解消できる一方

で、鷲宮小学校の校舎が昭和４６年の建築で施設が老朽化しており、将来的な施

設の維持管理に課題があると考えられること、また、このたびの説明会を通して

保護者の一部などから鷲宮小学校への「吸収合併」を望む意見が見受けられるこ

とが課題でございます。 

なお、この「吸収合併」を求める意見につきましては、関係学校などから聞き

取ったところ、保護者だけでなく、地域住民からも同様の強い意見が出ていると

の情報もあり、上内小学校の関係者に配慮して、基本方針のとおり「対等な統合」

を進めるうえでは課題があると考えております。 

２つ目は、上内小学校と鷲宮小学校を統合して、上内小学校の位置に新たな小

学校を設置する場合ですが、統合時期の目安は、この場合も最短で令和５年４月

と見込まれます。 

メリットと課題につきましては、上内小学校の小規模化の課題を解消できる一

方で、上内小学校の昭和５０年建築の校舎が耐震補強を実施しておらず、大規模

な改修を必要とするほか、昭和４６年建築の校舎で老朽化が進んでいるなど、将

来的な施設の維持管理に課題があると考えられること、また、上内小学校は、昭

和４６年にわし宮団地を設置した際、「団地の学校」として鷲宮小学校の学区内

において分離設置されており、設置の際にはわし宮団地の住民と鷲宮小学校区の

地域住民との間で紆余曲折があったという情報もございます。鷲宮小学校のほう

が旧来からの学校であるため、上内小学校の位置に新校を設置する方法は、地域

住民の皆様にご理解をいただくことが困難であり、本案は現実的でないと考えて

おります。 
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３つ目は、上内小学校、鷲宮小学校及び鷲宮西中学校を統合して、鷲宮西中学

校の位置に新たな義務教育学校を設置する場合ですが、統合時期の目安は、今後

の説明・検討期間や新校を開校するための準備期間のほか、校舎を新設するため

の工事期間などを考慮すると、最短で令和６年４月と見込まれます。 

なお、鷲宮西中学校を新校の位置とする理由は、鷲宮小学校と上内小学校の学

校施設では、中学校の教育課程や部活動に対応した施設、例えば校庭や運動場な

どの確保が難しく、小学生のための校舎を新築する必要があることを考慮しても、

鷲宮西中学校が新校の位置に最も適していると考えております。 

次に、メリットにつきましては、上内小学校の小規模化の課題を解消できるほ

か、義務教育学校の特徴である小中一貫型の先進的かつ多様な教育を実践できる

こと、また、新たな学校のモデルとして「義務教育学校」の設置推進を図ること

となりますので、保護者や地域住民から様々な意見がある中で、他の２つの方法

より、「対等な統合」を実施しやすいものと考えております。 

一方、課題ですが、現在の中学校の校舎に２つの小学校の児童を収容できない

ため、プールなどの附帯設備を含めた場合で約１２億円程度の費用をかけて校舎

等の整備を行う必要があるほか、その建設には、設計から工事完了まで約３年間

が必要であると見込まれ、小学校２校の統合の場合よりも約１年間多く時間を要

することが挙げられます。 

審議会委員の皆様におかれましては、本日の資料や保護者等のご意見も参考と

していただきながら、上内小学校における学校統廃合の進め方について、ご審議

をお願いしたいと考えております。 

事務局からのご説明は以上でございます。 

議長（西崎会長）  ありがとうございます。事務局からは１１月から１２月にかけて関係学校の保

護者に対する説明会について、説明していただきました。それらの意見から考え

ますと統合の方法として、先ほども説明がありましたように３つの方法が考えら

れると。１つ目は、「上内小学校と鷲宮小学校を統合し、鷲宮小学校の位置に新

たな小学校を設置する」というもの。２つ目は、「上内小学校と鷲宮小学校を統

合し、上内小学校の位置に新たな小学校を設置する」というもの。３つ目は、「上

内小学校、鷲宮小学校及び鷲宮西中学校を統合し、鷲宮西中学校の位置に新たな

義務教育学校を設置する」というものです。本日は冒頭にも申し上げたとおり、

上内小学校の統廃合の検討に関して、今後どのように進めたらよいのか。審議会

としての方向性についても審議を深めていただければと。事務局から説明があり

ましたとおり、それぞれの場合でメリットと課題があるようですけれども、今後

の統廃合等の検討を円滑に進めるためには３つの方法の中から、統合して新たな

学校を設置するうえで、より望ましい方法はどれかという検討を進めていくこと

が必要だろうと思います。ただいま、事務局から説明があった内容について、皆

さまからご意見等があればお願いいたします。 

斉藤委員 以前、上内小学校の話し合いがあった時に、ある程度の形というか、こういう

ふうに進めた方が良いのではないかと話し合ったと思うのですけど、あの意見は

全くの白紙に戻してしまうのですか。例えば、その時の意見では、上内小学校と

鷲宮小学校はまず統合をして、とにかく小規模化を解消して、統合した状態にし
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てから小・中一貫はその状態から話し合いをして、小・中一貫に出来るようなら

していこう。耐震化とか改修の部分も必要なので、ゆくゆくは中学校にモデル校

としてしようという話し合いをしたと思うのですけれども、その線引きは無くし

て、また白紙にしていくわけですか。 

議長（西崎会長） 今までの話し合いの方向としては、まず上内小学校と鷲宮小学校の統廃合をし

て、位置としては鷲宮小学校という考えで、その後、義務教育学校ということを

２段階で踏んでいくということですよね。このあたりは、事務局で説明してもら

う方がいいでしょうか。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

 ご意見ありがとうございます。 

 これまでの審議会の中でも、上内小学校の小規模化の状況を考慮いたしますと、

小学校２校で早急に統合した方が良いというご意見。そのうえで、義務教育学校

につきましては、将来的なモデルということで検討を進めていったらというご意

見をいただいていたことは、こちらとしても十分認識をしているところでござい

ます。そういった中で、教育委員会、それから久喜市として、今後将来を見据え

たときに、どういう考え方で進めていった方が良いのかということについては、

私達の方でも市の中で考え方を整理するために、調整を進めているのですが、そ

の辺の内容について、ご説明をしたいと思います。 

 学校統廃合にあたりましては、市の公共施設の将来的なあり方、学校も公共施

設の一端となりますので、その部分で今、久喜市ではアセットマネジメント、公

共施設の将来的なあり方ということで検討を進めており、推進しているところな

のですが、その点で調整を図ったところ、学校施設という点で着目をいたします

と、建築年次が古く、施設が古くなっている鷲宮小学校及び上内小学校について

は、新しい学校の施設として、今後継続的に利用していくという部分では、例え

ば建て替えですとか、大規模な改修ですとか将来的に費用が出てくることも見込

まれて課題があるものと考えているところです。それから、小学校同士での統合

という部分につきましては、先ほども少し申し上げましたが、原則として対等な

統合と考えているところに対し、一部の方からは吸収合併ということを強く示さ

れている状況もありまして、こちらの統合の進め方という部分で、ご理解をいた

だくのに課題があるのかなと考えているところです。このような事も総合的に勘

案させていただきますと、小規模化した上内小学校への対応という点では、統合

までの期間について当面の対応ということで、現在もやっておりますが、小規模

校の交流事業としてやっておりますＷｅプランのさらなる充実を図るということ

や、江面第二小学校で行っているような市費負担の教員の配置で複式学級を編制

しないような方法を講じまして、上内小学校の教育環境をある程度維持するとい

うような対応を考えさせていただいた上で、関係学校が近接している、それから

地理的条件が恵まれているという点で、鷲宮西中学校区におきましては、久喜市

の将来的な学校のあり方を示すモデルということで、義務教育学校の新設を目指

すという形が望ましいのではないかと考えております。 

 それから、小学校同士の統合ということについては、こちらの方でも考えさせ

ていただいているのですが、統合の方法ということで保護者や地域住民の皆さま

にご理解いただくまでに時間がかかるだろうと見込まれること、統合の際に備品
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等の移動や校名板といったように、統合の際にはその都度費用が必要になってま

いります。それから、小学校２校の統合を先に実施する場合には、新しい小学校

は適正規模ということになりますので、再度小学校と中学校を統合する必要性と

言いますか、理由という部分では難しく、課題になってくるのではないかと思い

ます。それから、時間的な部分で先ほども申し上げましたが、令和２年度中に統

合の方針ということで、皆さまから答申をいただいて、教育委員会の方針を決定

出来た場合を仮定しますと、小学校同士の場合は令和５年、それから義務教育学

校の場合は令和６年ということで、時間の差は１年間と見込んでおります。こう

いったことをすべて踏まえさせていただきますと、市といたしましては、現在進

めている検討の中で、義務教育学校の新設を目指すことが望ましいというふうに

考えております。 

議長（西崎会長） 斉藤委員いかがでしょうか。 

斉藤委員 わかりました。 

という事は、小・中一貫校をもう先に進めてしまうということですね。 

議長（西崎会長）  市の方で、そういうビジョンがあって、裏付けも出来るようだという動きがあ

るのですね。しかも、上内小学校も鷲宮小学校も校舎そのものが老朽化している

と。一回統合して、また新たに小・中一貫校を作るということになると、二度手

間がかかると。 

市の方もそういうビジョンであるならば、ここで１年、間を空けて、その間に

上内小学校は小規模化で複式学級も編制されているでしょうから、それについて

は、今までの江面第二小学校でも行われていたように、Ｗｅプランや市費負担の

教員配置をするという手当てをして、令和６年まで待って一気に統廃合というこ

と。 

斉藤委員 では、これは鷲宮西中学校を綺麗にするということですね。 

議長（西崎会長）  義務教育学校を設置する場合の位置は、現在の鷲宮西中学校の位置。 

斉藤委員 鷲宮西中学校に設置して、両小学校を廃止するという形をとるということです

よね。それで、鷲宮西中学校に新校を設立するということですよね。 

議長（西崎会長） そういう方向が市の方のビジョンとしてあるということ。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

 あくまで考え方ということですが、先ほど申し上げたアセットマネジメントと

いう点が、久喜市で今大変課題となっております。というのは、皆さまご存知の

とおりですが、１市３町で合併いたしまして、それぞれの旧市、旧町で公共施設

を整備してきたという経過の中で、同じような利用用途の施設が、各地区に点在

しているということもございますし、学校の数につきましても、同じような人口

規模の他市町村と比較すると、やはり数として久喜市はちょっと多いという状況

も見られているところです。そういった中で、今後の市の財政的な面もございま

すが、公共施設の持続的な安定的な維持管理ということを考えると、このアセッ

トマネジメントというのは、非常に重要な課題ということで市の方で取り組んで

いる状況にあります。そういった部分も踏まえていきながら、学校統廃合の問題

も、まずは教育環境の改善なのですけれども、そういう将来的な市としての設計



12 

といった要素も重要になってくると考えております。 

斉藤委員  実際保護者の立場で考えると、昭和４６年に建っている建物より昭和６０年に

建っている建物の方が安心するので、これはこれとしていいと思います。やっぱ

り地震は多いですし、この前みたいに水害がある場合もあるので、安全重視で考

えればその意見はいいと思います。ですが、その前に話し合ったときに、子ども

達を第一に考えようという話をして、どうしても少し期間はかかるので、小・中

はまだ早いのではないかという意見だったものですから、最初に小学校の部分を

合併して、小・中は今後の課題としてゆっくりやっていきましょうみたいな話し

合いだったものですから、それをいきなり急いでやってしまっていいものかどう

かという議論をここでしていただければありがたいです。 

議長（西崎会長）  その件について、皆さんいかがですか。 

鈴木委員 先ほど事務局の話で、一回合併したら次の理由がなくなってしまうとか、それ

はそちらの都合なので、そんな事は是非言わないでいただきたいなと思いました。 

あと、今回は子どもの人数が少なくなってしまって、合併して普段どおりの教

育を受けさせてあげようよという話し合いなのに、小中一貫校を入れるというの

に私ちょっと疑問があるのですね。まあ、この機会だからというのは確かにある

し、今後の維持管理というのもあるのですけれども、どちらかというと、小中一

貫校にした方が、子ども達にとってこんな教育が良くなるといった理由がないと、

実際保護者の方も納得しづらいのではないかなと思います。何故ここで小中一貫

校が推進されるのかが、私は理由としてよく分かりませんし、先進的で多様性な

教育というのが分からないので、ちょっと小中一貫校にここで舵を切るというの

は疑問が残ります。 

議長（西崎会長） 小中一貫校、いわゆる義務教育学校の良さというものはどういうものがあるの

かということを、もう少し話し合いが出来ればということ。そうでなければ、こ

こで直ちに舵を切るというのは早すぎるのではないかなということですね。 

松本委員 今お話がありました、教育委員会の基本的スタンス。いわゆる教育行政として

義務教育学校を設置したいと。あくまでこれは教育行政の立場であって、私達は

今現実に目の前にいる上内小学校、鷲宮小学校の子ども達をどうするかという観

点に基づいて議論してきたわけですから、その観点に基づいて協議を進めていけ

ばいいのであって、あえて今教育委員会が示された義務教育学校を念頭に置かず

に、協議の中で委員の案として義務教育学校にしましょうというのであればいい

と思うのですけれども。その前に、今までやってきたように、今３案ありますけ

れどもどうするのですかと。案について、現状を踏まえながら、また意向調査で

あったり、アンケートであったり、資料がありますので、こういったものを踏ま

えて協議して、当審議会の答申に持っていけばいいのであって、あくまでも教育

行政としてはこうしたいと。意向はわかりましたと。それに捉われてどうしよう

かということでなくていいと思います。 

佐藤委員 事前に資料をいただいておりまして、色々見させていただいている中で、私が

一番課題だなと思っていることは、このままでいくと複式にならざるを得ない。
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複式というのはやはり教育の充実という意味では、非常に課題があると思うので

すね。私も学校にいた者として思う事は、１・２年生で終わる教科、それから３

年生から始まる教科等々色々そういうことも考えると、２学年を一緒に指導して

いくというのは、非常に子ども達にかわいそうな思いをさせてしまうだろうなと

思っています。という事で、第一の課題は複式を避けるということだと思うので

すね。それからもうひとつ考えたことは、ピンチをチャンスにではないですけれ

ども、やはり今こういう状況にある中で、これから１０年後、２０年後の学校を

どう作っていくかを考えた時に、今、学校現場で新しい学習指導要領というもの

で考え方が示されてきていますけれども、その中で皆さんご存知のように、外国

語とかプログラミング教育とか色々新しいものが入ってきています。そうすると

これから、今現在頑張ってくれている先生達が全部それを一手に担っていかなけ

ればならなくなりますね。そういうときに、この先進校の例を見ると、９年間を

自分達の合理的に進められるように出来ているのですね。４・３・２年制という

形で区切っているのですね。そうすると１年生から４年生までは通常の形でいく

けれども、高学年からは専科制でやっていけると。そういうことになってくると、

今度は外国語専門の先生、プログラミング専門の先生という形で対応出来るだろ

うなということを思いました。という事は、義務教育学校という考え方は国でも

推進しようとしているようですけれども、これからの先を見通した形に対応して

いこうということを考えたときに、非常に積極的に変えていける。今の色々な課

題を、中１ギャップなどもそうですね。一貫していくわけですから、小学校から

ずっと中学校まで子どもを継続して見ていけるわけですよね。そういう事も考え

ると、この義務教育学校というのは研究していく意味があるだろうなということ

は私感じています。ですので、先ほどの事務局から説明がありましたけれども、

義務教育学校を見据えていく。そして、今のお話を伺うと複式学級は凌ぐという

形でしたよね。私は２段階で一度は合併して、令和６年にその形にすればいいの

ではないかなと思ってここに来ましたけれども、合併しない形で凌いでいってと

いうことは、予算もかけないで済むわけですから、そういうことも考えると、複

式も避けられる。やがて、そういう新しい少子化の時代に対応した学校にも向か

っていけるということも考えると、先ほど事務局が示された案に私はなるほどと

思って聞かせていただきました。 

議長（西崎会長）  将来を見据えて考えていこうと。しかし、複式学級そのものがあっては、そう

いう状況があってはならないし、そういう状況は解消しなければならない。とい

う事で、これからの学校を見据えて考えるならば、義務教育学校というのもひと

つの方法として考えられるということ。他にございますか。 

染谷委員  上内小学校の今後の児童数の推移を見ていって、やはり複式学級にしてはいけ

ないと思うのですね。市費で教員を雇ったとしても、先生方の負担というものは

相当なものなのですね。やはりそれぞれの教科主任とか色々な仕事がございます。

それで出張等も重なると、ある日には出張ばっかりで、一体誰が子どもの面倒を

見るのだろうという日もあります。そういうことも考えると、私は早めに鷲宮小

学校と統廃合した方がいいと思うのですね。確かに義務教育学校の良さも分かる

のですけれども、子ども達を第一に考えたならば、それと先生方の仕事の内容を
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考えたならば統廃合を先に進めた方が良いと思います。 

議長（西崎会長）  第一に考えることは、複式学級の編制をなくすためには上内小学校と鷲宮小学

校を統廃合する。その後でもいいのではないかということ。 

堀井委員  ここのところを考えるには、今上内小学校と鷲宮小学校の統廃合についてがお

話の中心になっているのですが、ここを考えるときに、やはり鷲宮西中学校区全

体としての状況を考えていく必要があると思うのですよ。鷲宮西中学校の今後６

年間の状況を見ていくと、ずっと２学級で各学年いきますよね。それが適正規模

かどうかということを考えるとぎりぎりのところなのですよね。やはり中学校の

場合には、全校で６学級というのは、教科の関係ですとか職員の関係でいくと、

非常に教職員の適正配置という点では、難しいところがあるように思います。鷲

宮西中学校区として考えていくと、今は鷲宮西中学校の問題ではないのですけれ

ども、それを全体的に考えていくと、やはり大きな方向性で考えていくと、義務

教育学校というのは、この地区としては必要な方向性ではないかなというふうに

思います。義務教育学校については、１０年も２０年も前からこういうのは行わ

れているわけですし、この地区の小学校、中学校の保護者、地域の方に、この義

務教育学校を設置することによるメリットをもう少し説明していかなければなら

ないのではないかなと思います。上内小学校とか鷲宮小学校での説明会の内容と

いうのは、小学校を適正規模にするということだけについてのメリットとデメリ

ットの説明をしているわけなのですけれども、この３パターンを提示するという

ことであれば、もう少し義務教育学校を設置するときのメリットを説明してもら

って、方向性として義務教育学校にしていくのであれば、それをしていく必要が

あるなというふうに思います。小学校の方のアンケートを見ると、特に上内小学

校の方は早くの統合を希望しているわけでありますし、この複式学級は是非避け

て欲しいということで強く出されている方が多いように思うので、次の説明会に

は是非この義務教育学校について、もう少し話をしてもらって、ここでも義務教

育学校のメリットとデメリットを事務局の方から説明を受けていきたいなと思い

ます。 

清川委員  私は今のご意見に賛成なのですが、義務教育学校というのが、はたしてどれほ

どいいのかというのは、私も分からないのですけれども。大体こういういいとい

うものは、なかなか上手くいかなくて、形だけでやっているというのも、今まで

多かったので、この内容については、何とも言えないところがあるのですけれど

も。ただ、学校というのは子どもが大勢いて、人数の多いほうが、活気が出るの

で、中学生も小学生も色々いて、中学生にとってもいい教育的効果もあるだろう

と思いますし、そういう意味では義務教育学校をやる方向。もちろん保護者の方

のご要望、ご理解もあると思うのですが、それが得られれば、やるならなるべく

２段階ではなくて、義務教育学校を目指していくのが良いと思います。 

儀仁委員  前回も少しお話させていただいたと思うのですけれども、方向性としていずれ

義務教育学校というのは、保護者の皆さん納得をしています。統廃合もほとんど

の方に納得していただいております。ただ現状で、来年は今ここでは８人となっ

ているのですが、私がもらっている資料では来年４人の入学者の予定です。１０
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月、１１月頃にやった就学時健診の時には、９名から１０名程度いたのが、やっ

ぱり３街区の関係だったり、人数が少なくて嫌だという方は、どんどん外に引っ

越されてしまうので、来年兄弟がいる関係で残っていただいている方とか、もと

もと団地で育ってきた方だからということで残っている方だけで考えても４人。

そうなると、勉強面に関しても上内小学校はとてもレベルが低いと私は思ってい

ます。中学校に入って、ついていけているのかもしれないですけれども、鷲宮小

学校に比べると、どうしても学力が低いということは、今まで卒業されてきた子

の保護者の方、皆さんから聞いています。前回も少しお話させていただいたので

すけれども、運動面に関しても、学校内で競うことが全く無いので、市の陸上競

技会に出たときにしか、自分のレベルをわからない。学校の中で１番でも、外に

出たらそうでもないというのが、本人達は全くわからない状態なので、本人達は

そこでしか挫折を経験出来ないのは可哀想なのが今一番思うところです。複式学

級に関しても、複式学級が嫌だから統廃合を進めて欲しいというのは、全保護者

の一致の意見なので、このままいくと今の２年生があと１人でも減れば複式学級

の対象になりますよというのが、一度１人減って１人増えているので対象からは

外れているのですけれども、ただ今の１年生が現状５人、その次に入ってくる新

入生が４人ということになると、もうその次の年には複式になってしまうのであ

れば、統廃合がそんなにすぐに出来ないことはわかるのですが、複式を避けつつ

統廃合を早急に進めていただく方法をとっていただいて、その先に義務教育学校

というのがあるのが、一番の理想だと思っています。今は第一に子ども達の事を

考えていただきたいと思っています。 

議長（西崎会長）  他にございますか。 

斉藤委員  先ほどの進め方は、以前やった進め方は、その意見を聞いて、子ども達のため

に、すぐに合併して工事を進める状況を見て、義務教育学校なりのビジョンをや

っていこう。だから、まずは子ども達のためにやりましょうという話をしたと思

うのですね。そこでやっぱり将来性を考えてしまうのですけれども、何しろ５人

のクラスなんて考えられないと思いますし、運動会どうするの、修学旅行どうす

るのって、皆さん簡単に複式学級っていうのですけれども、当事者の立場に立っ

てみれば適応出来ないですよね。中学校にいったときに、みんないっぱいいると

ころになんか入れないと思いますね、５年生なんて。今の子ども達。それでこれ、

令和６年４月って言っているのですけれども、６年生になるまで５人なのかよっ

て世界ですよね。こんな状態だったら。本当に早急に進めていってあげた方がい

いですし、複式学級以前の問題で、子ども達がちゃんと適応できる環境を作って

あげることが我々審議会ではないのですかね。合併とか経費とかさて置いて、ま

ずは子ども達の事を考えるのが優先であって、みんなこういうふうに賛成だって

資料でも出てきているわけですから、だったらまず合併を考えてあげたほうがい

いと思います。中学校とかそういうこともわかりますけれども、６年生になるま

で基本的に今の状態、中学生になるまでもしかしたら５人しかいないとか、そう

いう状態で先生が増えたからいいという状態ではないと思いますよね。子ども達

の青春はもう無くなってしまうのと同じような状態だと思いますから、今本当に

切実だと思いますので、もう少し子ども達のための議論をしてあげた方がいいと
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思います。令和５年とか令和６年とか言ってないで早急に合併を進められる、設

備をそんなに色々なところを直さなければいけないのか、そんなに受け入れは大

変なのか、そういうのを早急に出来ないかどうか、ここ１、２年で本当に動ける

のか動けないのか。この令和６年という義務教育学校にするというのは、ゆっく

りやったっていいと思いますから。ですけれども、上内小学校の立場を考えてあ

げて、早急に１、２年で動けるように出来ないのかということを考えていただい

た方がいいと思います。 

議長（西崎会長）  他にございますか。 

中村委員  消滅集落という言葉が、よくも悪くも社会一般化してきました。世界でそうい

った現象が進んでいるのですね。少子高齢化というのは同じだと思うのですね。

私は、２つを１つに。複式学級を避けるとかそういう問題ではないのではないか

と。久喜市の方でＷｅプランとか市費負担の加配とかをやっていただいておりま

すけれども、それはあくまでも一時しのぎの対応であって、やはり今ひとつひと

つ計画的に組織的に、変化をしつつ、進化をしていくというふうな考え方で、点

から線に、線から面にしていく教育行政で将来の久喜市をどういうふうにしてい

くかという事で、事務局の方でも色々計画的に進めているのではないかなと。今

３つの案が今日の文書で示されていますけれども、私は段階をおって、将来は小

中一貫校を作るのだよと。出来れば新築の一貫校を作っていただきたいのですが、

懐具合がなにせ心配するのではないかなと。小学校同士の統合、それから小中一

貫校にした場合、改築なのか、新築なのか、今考えている現状を話していただけ

ればと思います。 

議長（西崎会長）  最後の部分について事務局。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

 今学校施設の関係でご質問がありましたので、現状の施設の状況からして考え

られることということで申し上げますけれども、まずは基本的に基本方針の中で

は既存の学校施設を使用すると考えておりますので、そこに基づいて対応してい

くという形での統廃合になると思うのですけれども、小学校同士の場合で言えば、

既存の小学校の施設ということになりますので、先ほども申し上げたように昭和

４６年建築の建物もございます。鉄筋コンクリートの当時の建物の耐用年数は６

０年というものもございますので、それぐらいの期限という部分で考えると、建

物の大規模な改修または建て替えといったような課題が小学校同士の場合では出

てくるだろうというふうに思います。それは今から言うと、大体約１０年から１

５年ぐらい先のことなのかなと思います。それから、義務教育学校の場合ですと、

既存の鷲宮西中学校の位置ということで、中学校の校舎は昭和６０年の建築とい

うことで、この辺は維持管理の部分での必要な改修ということで済むと思うので

すけれども、建物のスペースという点では、小学生のための校舎が必要で、その

分は新設ということになってくるのかなと現状では考えております。 

中村委員  わかりました。文書では既存のものを利用すると書いてありましたので、ある

程度将来の姿というものをイメージできました。ありがとうございます。 

議長（西崎会長）  他にございますか。 
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堀井委員  義務教育学校を作っていく過程として、上内小学校と鷲宮小学校が一体になる

という形というものを考えていると思うのですけれども、その時に新校を小学校

で作るとなると、時間的なものが非常にかかるし、予算的なものも取っていかな

ければいけないわけですよね。それで考えれば、ゴールをこの案の３番目の形の

場合には、その途中として、上内小学校が鷲宮小学校に吸収合併されるというよ

うな形を取っていくという方法も、途中の経過としてはあるのではないかなと思

います。先ほど、上内小学校の保護者の方からお話あったように、適正規模じゃ

ないと色々な点で心配が多いと。やはり早急にやるということを考えると、令和

５年まで話し合いをし、色々なことをやっていくよりも、もっと早くひとつにな

る必要があると思います。そうした場合には、新校じゃない形の方が早く出来る

のではないかなと思います。 

議長（西崎会長）  皆さんのお話を伺っておりますと、まず子どものことを考えるならば、複式学

級というものは行わないように進めていくべきだ。これが子どものために最も大

切な教育環境であろう。ということを考えると、上内小学校と鷲宮小学校の統廃

合をまず考えて、その後の義務教育学校については、十分理解したうえで、鷲宮

西中学校を拠点にした義務教育学校を考えていくべき。そういう意見があるよう

ですが、方向としては、義務教育学校というものの説明を保護者にもう少し十分

行ったうえで、一貫校の良さとか色々な内容を保護者に理解してもらうのが、ま

ず一貫校を作るときには必要だろうと。まだそれが十分行われていない段階だろ

うと。ただ、それを待っている事は、複式学級が編制されるわけですから、子ど

ものためにも複式学級をまず解消しなければならない。という事は、上内小学校

と鷲宮小学校の統廃合を先に考える。その間、義務教育学校について保護者等に

十分理解していただいて、鷲宮西中学校での義務教育学校という考えが皆さんの

ご意見の中からあるようですが、いずれにしても最終的なビジョンである義務教

育学校というものは進めていこう。これは皆さん了解していただけますか。 

 ＜はいという声あり。＞ 

議長（西崎会長）  ではその前に、やはり子どものためを考えれば、複式を無くすということを考

えたときに上内小学校と鷲宮小学校の統廃合。これは令和５年ということになる。

準備期間があるので、これを早めることはちょっと難しい。 

儀仁委員  すいません。そこに関してなのですが、複式学級が編制される見込みがある。

今現在１０何人以上いる学年でも、３街区が無くなるので、いずれ引っ越される

かもしれない。でも、１街区も２街区も結局同じ年数が経っているので、いずれ

って考えたら、引っ越されていく方もいるかもしれないし、そうなった場合、ど

の学年でも複式学級になる可能性はあると思うのですけれども、ただやはり、統

廃合を急いで欲しいと思う反面、今のまま卒業させて欲しいと思う保護者もいな

いとは言えないので、そこは準備期間も含めて、どこが適正なのかというのは、

話し合いの中で、見付けていただければ一番いいのではないかと思います。 

議長（西崎会長）  準備期間ということですか。 

儀仁委員  それも含めて、どれくらいかかるのかということを、保護者の方はいつが適正
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と思っているのかということを、ちゃんと保護者の方に聞いて頂きたいと思って

います。 

議長（西崎会長）  そうすると、今のままだと、令和５年には統廃合をしようと、その間は準備期

間という形で。というのは、上内小学校と鷲宮小学校でＷｅプランというものが

実際にありますけれども、交流会を十分にやっていったり、複式学級が起こるよ

うな状態なら、複式学級が起こらないように教員配置をすると。来年もし起こる

のであれば、来年から対応するという形をとると。そうして、ある程度形にして、

令和５年には統廃合をするということなら、よろしいですか。 

儀仁委員  保護者の方が納得するのであれば。その期日がいつというのでなくて、なるべ

く早く統廃合をして欲しいという保護者の方もいれば、上内小学校には上内小学

校ならではのメリットというものを、保護者とか子ども達が一番感じている所な

ので、そういう面も含めて、今のまま現状で卒業させて欲しいという保護者もい

る。その折り合いがどこでつくのかということは、話し合いを重ねて検討してい

ただきたい。いつということではなくて。ただ、皆さん大体これくらいの時期だ

ろうなという検討はされているので、そこは納得をしていただけると思います。 

議長（西崎会長）  そうすると、こちらでは答申をどのように出したらいいのだろうね。 

儀仁委員  現状で、大体これくらいですよというものを出していただければ、保護者の方

は受け入れる準備は。逆に今、この令和５年だったりという資料を見せていただ

ければ、準備期間ということを考えると私も令和５年くらいだろうなというのは、

ある程度予想はしているので、それはそれで保護者の方に提示していただければ、

「あ、ここなのか。」と納得して、そこに向かって保護者の方は進めていけるの

ではないかなと思っています。 

議長（西崎会長）  一応、統廃合はするというところは納得してもらえているのかな。そこまで駄

目だということになると、統廃合をするかしないかというところからになる。 

儀仁委員  それは、していただいた方がいいというのが、うちの保護者の意見としては大

多数なので。 

議長（西崎会長）  具体的な内容等については、この審議会ではなくて、次の段階で新校設立準備

委員会というものがあって、２年間という期間をかけて準備をして、その準備を

基に完全に統廃合をするという形で。江面第二小学校の場合は、そういう考え方

でやってきた。いずれにしても、複式学級は無くしたいところですよね。 

儀仁委員  そうですね。 

議長（西崎会長）  けれども、その状況がずっと続いて、小規模のままで良いかを保護者に納得し

てもらえればいいのかな。 

儀仁委員  統廃合の時期の目安を示して頂いて、そこを保護者の方が納得すれば、そこか

らは上内小学校としてはスムーズに進むと思っています。 

議長（西崎会長）  今までの保護者へのアンケートのなかで、統廃合については、賛成という意見

がだいぶ多いのですよね。一部の人がまだ反対だという意見があるわけですから、

その反対している人達が納得いく方法を考えればいいわけですね。それを準備期
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間のうちに説明して納得いただく期間と捉えてもいいわけですね。 

儀仁委員  反対している方も反対はしているけど仕方が無いと捉えているので、ただ１、

２年でとなると急すぎるとか色々な問題が出てくると思うのですけれども、その

中でも、今４年も５年も通っている子達が、今のまま卒業したいと思うのは、半

分以上通ってきていますし、それは当然だと思うのですよ。それであれば、意見

にあるように、今度の１年生から鷲宮小学校に入学するとかそういう方法もある

と思いますし、一気に合併するという方法もあると思いますけれども、それに対

して、保護者がどう考えているかというのはここに出ているとおり。ただ、今ア

ンケートとかを見ている限り、統廃合うんぬんというよりも、うちの保護者は複

式学級の方にしか反応していないので、複式学級の編制をされないようにするに

はどうしたらいいのかという案もいただきつつ、でも統廃合ですよというふうに

強めていっていただいた方が納得はしていただけると思います。 

議長（西崎会長）  複式学級になる保護者に対しては、複式学級は編制しないようにする方法を説

明するけれども、そうでない保護者には、どう説明していったらいいかというこ

とですかね。 

儀仁委員  「複式学級ってありえないよね。」という意見しか私には届いてこないので、

どちらかというと地域の方とか卒業していった子の保護者の方とかは、小中一貫

校になるって、一部分しか切り取られていない印象が今大きいです。小学校同士

の統廃合をということよりも、複式学級になるとか、いずれ小中一貫校になると

いう話しか、私は聞いていないので、統廃合に一旦重きを置いてもらって、進め

ていただけるのが、どの保護者、地域の方にも納得していただける最短の道では

ないかと思っています。 

議長（西崎会長）  色々なご意見が出てきております。いずれにしても、方向性をどうしていくか

ということが、ここで考えなければならないことなのですが、今のご意見からす

ると、まず上内小学校と鷲宮小学校の統廃合を考えていこうと。少子化、複式学

級等を解消するために、多くの子ども達と生活できる教育環境を整えていこう。

そのためには、上内小学校と鷲宮小学校を統廃合して、鷲宮小学校の位置に設置

する。そういう方向性でよろしいですね。 

 ＜はいの声あり。＞ 

議長（西崎会長） それはいつ頃までに考えればいいのかというと、一応準備期間まで含めていく

と、令和５年くらいになるかなと。その辺について、まずは保護者等に十分説明

していただくと。そのところまではよろしいですね。 

 ＜はいの声あり。＞ 

議長（西崎会長） その後、小中一貫校の内容等については、再度、鷲宮西中学校も含めた３校の

各保護者に一貫校の意味、良さについてご意見をいただくと。まだ十分その辺の

ご意見をいただく機会が無かったのではないか、説明する機会が無かったのでは

ないかということで、それはその後保護者に説明をしていくということで進めて

いってよろしいでしょうか。 
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堀井委員  今のままだと、いま案が３つありますよね。１番目の案になったときは、３番

目の案にはいかないですよね。 

議長（西崎会長）  そこはどうするかの問題。 

堀井委員  これが終わってから、次にということでは、話し合いにならないと僕はおもい

ますね。事務局の考え方としては、１番目か２番目か３番目の案のどれかだと思

います。１番目の案にして、新校を作ってから義務教育学校というのは考えてい

ないのではないかなと思うのですが、どうなのでしょうか。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

 今ご意見いただきましたとおり、説明の中でも少し申し上げましたが、段階的

な２段階の方法というのは難しいと考えておりまして、目標をひとつ定めて、１

回で統合するやり方が市としては合理的だと考えております。 

堀井委員  そういうふうに考えると、ゴールを義務教育学校、小中一貫校と考えれば、そ

の途中経過として、上内小学校と鷲宮小学校が一緒になる。言葉を選んでいるの

で難しいところはあるのですが、吸収合併の形ですれば、新校を作らないので難

しいことはないのですよ、転校みたいなものですから。ただ、それがちょっと上

内小学校では反対される方も多いと思うので、その辺がどうなのかなと。 

儀仁委員  多分、上内小学校としての保護者の考えは、小学校同士の統廃合、その先に義

務教育学校という考えだと思います。一気にという考えは今まで違いましたよね。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

 これまでは、やり方の例をお示ししていたので、時期とか進め方については、

まだ保護者の方に具体的な説明をしていない状況というふうにご理解いただけれ

ばと思います。そういった点で、今ご意見があったとおり、今後の説明すべき内

容、課題としては、今お話があったような時期の目安だとか段取り、進め方のプ

ロセスということをもう少し具体的にご説明をする必要があるのかなと考えてお

りまして、そういった説明会を年明け、３学期の保護者懇談などもありますけれ

ども、そういう時に企画してまいりたいと考えております。 

斉藤委員  今の話を聞いていると、保護者としてはもう仕方が無いという感覚でいるので

あれば、小中一貫校を先に進めていった方がいいような話でしたね。ですから、

私達は子どもの立場で考えたのですけれども、保護者の感覚でいえば、小中一貫

校になるということに、うすうす気付いているような感覚だったら、吸収合併と

か新しい学校を作るというより、義務教育学校を作るという前提で話し合いをし

た方が、逆に拗れなくて済むという感覚ですし、言葉を選んで吸収にするのか、

廃校にするのかとか色々あるのですけれども、本当にひとつの学校にまず小学生

を集めて、ちゃんとした運動会をさせてあげるというのを早急にしてあげるのが

第一と、確実に小中一貫校を作るという感覚で進めていっちゃって、その前段階

でプランという形で、吸収という言葉は使わないで、ひとつの小学校に集めて、

それに行くプロセスを作っていくための一環として、１年目はみんなを集めて、

小学校に一度は集まってやりましょうよという形から始めていって、２校は廃校

にしていくという方が、逆に子どもにとっても、保護者にとっても安心なのでは

ないかなという感覚は今受けました。 

儀仁委員  そうですね。大多数の方が、多分まず先に小学校同士を統廃合して、そこから
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義務教育学校というふうに思っていると思うので、それであれば統廃合を先にと

思っていたのですけれども、一気に出来るのであれば、そのように進めて頂くの

が、一番理想的だとは思います。 

中村委員  今おっしゃっていることはわかりました。ただ久喜市ではまだ体験したことの

ない小中一貫校、これについてゴールを決めて、将来の姿を。そして、その段階

はいくつかおっしゃったようにありますから、まず、ゴールを決めて、では段階

をどのようにしましょうかという風にひとつひとつ進んでいったほうが良いので

はないかと。早めにやりたい気持ちはわかりますが、掛け合わせていいものを作

ろうというのは１、２年でとそんなに簡単な話ではないので。やはり最低でも３

年以上はかかると思うのですよ。ですから、事務局が示した年度を一番のスター

トにしながら、ゴールを見据えて、計画年度をきちんともってひとつひとつ進め

ていった方がいいのではないかなと私は思います。こういうふうな議論をしない

で本当に子どもを大切にしたことになるのかなと思います。その場しのぎで複式

を乗り越えればいいだろうと、じゃあ次の年どうするのだ、３年後は、５年後は、

と言っている間に身動き取れない状況になってしまいますから、ゴールを見据え

て進めていただきたいと思います。 

議長（西崎会長） そうしますと、今後どういった考えで保護者に意見を求めるか。 

中村委員  すいません、ちょっといいですか。事務局にひとつ伺いたいのですが、上内小

学校と鷲宮小学校での説明会をそれぞれ何回やったのでしょうか。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

 まず、上内小学校につきましては、平成２９年１２月１０日から、今年の１１

月２８日までの期間なのですが、回数としては全部で６回となりました。それか

ら、関係学校になりますが、まず鷲宮小学校は今回１２月２日に入ったのが初め

てで１回でございます。鷲宮西中学校も今回１２月６日に入ったのが初めてで１

回になります。 

議長（西崎会長）  上内小学校にはだいぶ話をしてきたけれども、鷲宮小学校と鷲宮西中学校には

十分話が進んでいないという段階。 

中村委員  わかりました。ある程度ひとつひとつ計画的に、ひとつひとつ進んでいるとい

うことで理解いたしました。 

清川委員  事務局に伺いたいのですが、江面第二小学校では統廃合までの期間、市費負担

教員を入れて、複式学級を編制しないと書いてありますけど、それが、今回の上

内小学校にも適用出来ると考えてよろしいのですか。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

 予算等も伴いますので、現状でははっきりとしたことが言えない状況で恐縮な

のですけれども、江面第二小学校で対応した事例があるということを前提に置い

たうえで検討している状況でございます。 

中村委員  これまでの例がありながら、予算がないといったことでは、皆さん納得されな

いと思いますよ。前向きに検討していきますということでないと。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

 そのあたりについては、今おっしゃっていただいたとおり、教育環境への対応

という部分で必要なものであろうと踏まえて調整を進めさせていただいておりま



22 

す。 

鈴木委員  これから、久喜市は小中一貫校を久喜市内全部に推進していくという考えの、

まず取っ掛かりということなのですかね。小中一貫校が既存のシステムよりも優

れているということをいろいろ話し合われた上で、これがいいということでいい

ですか。私はこれの良さがよくわからないので。事務局がおっしゃるのであれば、

私はいいのではないのかなと思うのですけれども。 

事務局 

（目黒課長補佐） 

 先ほど私は教育面でのお話が足りなかったので、申し訳ないのですが、先ほど

佐藤委員からご紹介いただいたとおり、新しい学習指導要領の関係、プログラミ

ング教育などの話もありましたけれども、そうした先進的な教育を取り組んでい

く分では、一体的に義務教育９年間を捉えて、段階的に教育活動をしていけると

いうのは、教育面では大きい変革というか、メリットがあるのだろうというスタ

ンスに立って教育委員会としては考えている状況でございます。また、先ほど少

し申し上げましたが、市の施設の将来性というものを見越した上で、この義務教

育学校という選択肢は、より望ましい形なのかなという考えをもっての話でござ

います。 

議長（西崎会長）  ここで話をまとめたいのですが、私もまとめる力が弱いので、まず確認してい

きたいと思うのですが、段階的に進めていくのか、一気に義務教育学校にするの

かということですが、一気に行くのは無理ですかね。もう少し段階を踏んだ方が

よいか。一回上内小学校と鷲宮小学校の統廃合をすることを考える。 

儀仁委員  いや、やってもらえるのであれば、一気にやってもらった方がいいと思います。

子ども達や保護者の負担を考えれば一度に終わらせるのが理想だと思います。 

議長（西崎会長）  ということは、今後私達に課せられているものは、義務教育学校を設置すると

いう方向で保護者に十分にその意味を説明していただく。これはよろしいですね。 

 ＜はいとの声あり。＞ 

議長（西崎会長）  ただ、それをいつまでにということを考えていって、ここでは令和６年という

ことになっていますけれども、その辺の目安で考えていくということでよろしい

ですか。 

 ＜はいとの声あり。＞ 

議長（西崎会長）  方向性としてそれを目安に進めていく。ただし、義務教育学校というものの意

味を各学校にもう一回説明をして、納得していただくということが先にある。そ

れがないと年度は決めても進まない可能性がある。そういったことを考えて、今

後は義務教育学校の設置には十分慎重に審議をしていかなければならない。この

後は、その内容について、住民等の意見を十分聞いていただかないとならない。

統合時期の目安として、令和６年ということを示して、あるいは、メリットとか

を十分理解をしていただく仕事がまだある。一応ここでは、義務教育学校の小学

校を建てる期限を令和６年にするけれども、それを理解していただくために説明

する時間を十分取っていただかないと保護者は納得しないだろうと。そこをまず

手を付けていただくと。いずれにしても、その間複式学級というものが、存在す
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る形になりますので、それは江面第二小学校の場合と同じような対応が出来るよ

うに考えていかなければならない。ですから次回までには、事務局で保護者に義

務教育学校についての内容やメリットの理解、それから、小規模化の対応として、

複式学級が起こる場合には、十分な配慮をするという。まとめとしては、このよ

うな感じでよろしいですか。 

 ＜はいとの声あり。＞ 

議長（西崎会長）  では、そういう方向で、また事務局から義務教育学校について関係３校の保護

者に十分説明し、ご理解を頂けるように進めていただければと思います。 

 もし、無ければ終わりにしたいと思いますがよろしいですか。 

 ＜はいとの声あり。＞ 

議長（西崎会長）  時間もだいぶ過ぎてしまいましたので、今日の会議はこれで終了としたいと思

います。ありがとうございました。 

 ５．その他 

司会 

（森下主幹） 

会長、ありがとうございました。 

審議会の皆様には、答申書のご提出に引き続き、上内小学校の関係について慎

重なご審議をいただき、ありがとうございました。 

 なお、令和元年度における会議については、上内小学校の関係を主題とし、年

度内にもう１回開催したいと考えております。日程につきましては決定次第、委

員の皆様に文書でお知らせさせていただきます。 

 ６．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。

よろしくお願いいたします。 

川羽田副会長  私も学校現場において、社会や教育環境の急激な変化というものを日々実感し

ているところです。私は２年前の上内小学校で行われた統廃合等の検討に関する

説明会に出させていただいたことがあります。その時の状況と比べ、児童数の減

少が予想を超えるものであるということ、それから保護者や関係の皆様のお気持

ちの変化ということを感じています。今後も児童あるいは保護者、地域の皆様の

不安な気持ちを軽減出来るよう市でもご対応いただき、また本審議会で今後も速

やかにかつ熟考して、検討を進めていかなければならないなと感じております。

本日は、事務局の皆様、委員の皆様ありがとうございました。 

司会 

（森下主幹） 

以上をもちまして、令和元年度第５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２年１月２０日 

会長 西 崎 道 喜 

   委員 中 村 文 隆 

 


