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上内小学校の統廃合等の検討に関する説明会 実施報告書 

（上内小学校保護者対象）  
１ 実施日及び参加人数 
①  日 時 令和元年１１月２７日（水）保護者懇談会全体会において  

場 所 上内小学校 多目的室 

参加人数 １４人（１・２・３年生保護者）、ＣＳ委員８人 合計２２人 

②  日 時 令和元年１１月２８日（木）保護者懇談会全体会において  

場 所 上内小学校 多目的室 

参加人数 １２人（４・５・６年生保護者） 

 

 ※対応者：学務課 森下指導主事兼主幹、目黒課長補佐、齋藤担当主査 

 

２ 主な意見や質問の概要 
【１１月２７日（水）開催分（終了後質問）】 

・鷲宮小学校での反応はどのようなものなのか。 

⇒鷲宮小学校での説明会は１２月２日（月）を予定しており、初めての開催となるので、

現時点ではどのような反応となるかわからない。 

 

・統合の時期はいつになるのか。 

⇒現状、小学校同士を統合する案と義務教育学校を設置する案をお示ししている段階であ

り、どちらになるかによって、時期が変わるため今のところ明確な時期はお示しが難しい。 

 

【１１月２８日（木）開催分（終了後質問）】 

・統合時期など具体的なことが決まるのはいつになるのか。 

⇒現状、小学校同士を統合する案と義務教育学校を設置する案をお示ししている段階であ

り、どちらになるかによって、時期が変わるため今のところ明確な時期はお示しが難しい。 

資料２ 
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上内小学校の統廃合等の検討に関する意向調査 報告書 
（上内小学校保護者対象）   

１ 意向調査の実施概要 
 

対象者 上内小学校保護者 

配布日 令和元年１１月２７日（水）、２８日（木） 

提出者数 ３６人 

 

 

２ 意見や質問の概要について  
問１ 上内小学校における複式学級の編制に関して、賛否のお考えをご記入ください。  
・編制しないことを求める意見（１７件） 

下の学年との複式学級になることでの学習の遅れが心配。 

複式学級には反対。 

複式学級には反対です。 

複式学級はあまり好ましくないです。統廃合を進めてほしいです。 

複式学級には反対です。 

複式学級は反対です。鷲宮小学校と統合したほうがよいと思います。 

反対です。授業内容の遅れもあると思うので。 

複式学級には反対です。 

反対です。直近のことよりも、将来のことを考えると環境に適応していかないと思うからです。 

できれば複式になってほしくないです。 

学習面できちんと授業ができるのか色々心配な面があるので反対です。 

反対 

出来るだけ複式はない方がいいと思います。 

基本は複式学級にしない方がいいと思います。 

上の学年の子の学力が心配になる。 

反対です。学力低下が１番気になります。 

必ずしも複式学級にしなければならないのかと思っています。以前お聞きしたことのある、先生の

確保が難しいことは理解しておりますが、出来る限り普通学級での活動を希望いたします。 
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・編制に対して賛成のご意見（１０件） 

勉強の進行に問題が起きないなら、特に反対はしません。 

賛成です。 

賛成 

賛成 

賛成 

賛成 

賛成 

賛成 

特になし（賛成） 

特になし（賛成）  
・回答未記入（５件）及び賛否の判断が出来ない意見（４件）（合計９件） 

お勉強の時間難しくなる、集中も出来なくなると思います。そのかわりにもっとお友達作ると思い

ます。 

ない 

ないです 

やってみないとわからないです。   
問２ 教育委員会では、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おりますが、賛否のお考えをご記入ください。  
・学校統廃合に賛成の意見（２４件） 

いいと思いますけれども、今とても仲良し、学校に行くときに楽しんでいます。 

学校統廃合は必要であるかと思いますが、小規模のいいところもあるので、もう少しゆっくり考え

ていただきたい。 

複式学級にするなら、早急に統廃合を検討していただきたいです。 

すぐにでも統合した方が良いと考えています。 

これから児童は増えることはないと思うので早めの統合をお願いします。 

小中でまとめてほしい。 

学校統廃合に賛成です。 

学校統廃合はいいと思います。 

賛成 

統合するなら早めに。 
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賛成 

賛成 

賛成 

賛成 

統廃合を早く進めてもらいたいと思います。 

本来なら統合がベストだと思いますが、学区等の見直しなども入れて欲しかったです。 

統廃合に結果的になるのなら早く一緒にして欲しい。人間関係をいろいろな人数の子と学ぶのは

いいと思う。 

複式学級になるよりは統廃合の方がいいと考えます。初めは統廃合に反対でしたが、良い点と悪

い点を比べると学校統廃合も悪くないなと思う様になりました。 

賛成 

必要に応じて統廃合はするべきと考えます。先生方の減少も気になるところであります。複式学

級や少数クラスが多くなることよりも統廃合を希望いたします。 

賛成 

統廃合は残念ですが、仕方ないことだと思います。 

統廃合については反対しておりません。 

統廃合は仕方がないと思います。  
・学校統廃合に反対の意見（３件） 

早急でなくてもよいと思う。 

学区編制など何かいい方法がないか。一応反対です。 

反対  
・回答未記入（４件）及び賛否の判断が出来ない意見（５件）（合計９件） 

統廃合の前に学区の見直しは行わないのか。 

小規模ならではの良さもあるので、早急にというのは、どうなのかと思う。何より子ども達の意見

を第一に考えて欲しい。学校は子どもが主となる場所なのに、大人の都合で環境を変えるのはい

かがなものかと思う。 

特になし 

ないです 

学年に１人、２人なら必要だと思いますが、多少いるのなら早急でなくても。少なくても良い所はあ

ります。 
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問３ その他、上内小学校における複式学級の編制に関する対応など、市に対応を望むこ
とに関してご意見をご記入ください。  
・その他としていただいた意見（２３件） 

とにかく、何事に関しても「子ども達を第一に考えて欲しい」ということです。親や地域の方々の意

見も大切かと思いますが、何より素直でまっすぐな子どもの意見を尊重してもらいたい。 

学力の心配もあるので、複式ではなく、今までと同じ学級で出来たらと思います。 

複式学級は避けていただきたいので、江面さんとおなじように出来ないものか検討してください。 

児童数の減少は仕方のないことなので、なるべく早く対応してほしい。 

万が一、複式学級になる場合、体育等は人数の制約が出るので仕方ないと思いますが、国語や

算数等の教科は各々の学年で授業を行って欲しいです。 

複式学級にする場合は、先生を２人にして欲しいです。 

江面第二小学校のような対応をして欲しいです。 

複式学級はちょっと嫌です。 

何か他にいい案があればお願いします。 

特になし 

学校生活が充実するなら賛成 

学習の不安。 

決定した事を発表して頂くだけで十分。何度説明会があっても、時間の無駄。 

小学校ごとで先生のレベルを分けるのはやめてほしい。 

なし 

ないです 

複式で１６人が本当に可能なのでしょうか。 

何があっても無理なので、複式を考えるより統廃合もしくは新制度の学校へ向かって話を進めた

方がいいと思います。 

複式学級にならない様にお願いします。 

しっかりした授業（時間）をお願いしたい。 

義務教育学校の設置を希望いたします。義務教育の利点に期待いたします。 

子ども達の事を１番に考えた対応をお願いします。 

しっかりした授業（時間）をお願いしたい。  
・回答未記入（１３件）    
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上内小学校の統廃合等の検討に関する説明会 実施報告書 

（鷲宮小学校保護者対象）  
１ 実施日及び参加人数 

日 時 令和元年１２月２日（月）授業参観終了後 

場 所 鷲宮小学校 体育館 

参加人数 １５８人 

 

 ※対応者：学務課 森下指導主事兼主幹、目黒課長補佐、齋藤担当主査 

 

２ 主な意見や質問の概要 
・上内小学校の今年度の新入生が５人で、来年度から複式学級になってしまうかもしれな

いことに上内小学校の保護者の方はノーと言っているのか。 

⇒これまでの説明会において、複式学級の当事者となる子どもの保護者の方からは複式学

級の編制は避けて欲しいというご意見が多く出ているところである。 

 

・上内小学校の保護者が複式学級に対してノーと言っているということで、４月の段階で

それがわかっていながら鷲宮小学校に説明に来るのが遅いのではないか。それでも来年度

からの複式学級は始まるのか。 

⇒先ほど申し上げたように、現在は２つの学年で１７人なので複式学級にならないが、今

後転出等により人数が減ってしまう可能性を考え、教育委員会で対応を検討している状況

である。 

 

・丁寧に進めていくには、私達には時間が無さ過ぎて、決断を焦らされるという印象であ

る。平成２９年１２月１０日の上内小学校で開催された説明会に出席したが、わし宮団地

の地域の方々が大反対されている様子を見て、「これは随分時間がかかる。」と思った。そ

れから２年もの間、鷲宮小学校には何の話も無く、私達受け入れる側は蚊帳の外だったと

思う。これまでの江面第二小学校と江面第一小学校や菖蒲南中学校と菖蒲中学校の場合の

ように、ここに時間をかけるつもりがあるのかお伺いしたい。 

⇒今お話いただいたように、教育委員会では江面第二小学校と江面第一小学校や菖蒲南中

学校と菖蒲中学校の統廃合も同時並行で検討していた。そういった中で、江面第二小学校

については、すでに複式学級の編制が見込まれる子どもの数になっていた。また、菖蒲南

中学校については、早ければ来年度にも中学校の各学年１クラスという状態が見込まれて

いる。より小規模化が進んでいる状況であったため、そちらの対応から進めていたところ

である。なお、今日お示しした３つの案はまだ検討段階ということで、どういった枠組み

が今後の学校を考えていく上でふさわしいのか鷲宮小学校の皆様のご意見を伺いたく説明

に参ったところである。 
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・時期について、もう少し早く鷲宮小学校に話をいただくことはできなかったのか。 

⇒その点については、お詫びを申し上げたいと思っている。先ほど申し上げたとおり、江

面第二小学校や菖蒲南中学校の対応にあたっていて対応が遅くなってしまったのが実情で

ある。 

 

・まだ現実的ではないのだと思うが、統廃合するなら何年後になるのか。 

⇒今日お示しした３つの案があるが、小学校同士の場合と義務教育学校という中学校を含

めた場合で時期が変わってくる。具体的に何年というのは難しいが、江面第二小学校の場

合、教育委員会で統合の方針を決めてから、大体２年間の期間で統合ということになって

いる。例えば、来年度統合の方針が決まったらそれから２年後というイメージ。義務教育

学校の場合、小学校の校舎の新設が必要となる。それには３年は要すると考えているので、

来年度統合の方針が決まったらそれから３年後というイメージになる。よって、小学校同

士であれば、早くて令和４年か令和５年。義務教育学校であれば、早くても令和６年とな

る。とはいえ、ご理解をいただいたうえで進めていくものであるので、時期についてはこ

れから検討を進めるなかで詰めていきたいと思う。 

 

・そうなると、決断をするまでは上内小学校の子ども達は複式学級で我慢しなければなら

ないということになるのか。 

⇒複式学級については、編制しなくても済むような方法も含め、どのような対応が取れる

のか、現在内部で検討しているところである。 

 

・今日は授業参観後の説明会ということで、多くの保護者が出席しているが、１年後に方

針を決めるにあたり、鷲宮小学校の保護者には今後どのくらい説明会の機会をいただける

のか。 

⇒あくまでも、保護者のご理解をいただいているという確認がとれた上で統廃合を進める

ものである。他の検討対象校でも、そのためにアンケートなどを実施し、保護者の考えを

把握しながら進めてきた経過がある。こういった学級懇談がある日など、なるべく出席し

やすい日に説明会を設けさせていただいたり、ＰＴＡの方との意見交換を行うなど、なる

べく説明や意見交換の場が取れるようにしていきたい。 

 

・今回、子どもに統合に対する考えを聞く機会はあるのか。 

⇒今までの考え方として、統合の検討という話は、子どもにとってショックの大きい話に

なると考えており、保護者の皆様方からの意見を通して、お子様の考え方を伺ってきた状

況である。 

 

・資料２に「鷲宮小学校の校舎は施設が老朽化しているため、今後の維持管理に課題があ

る。」とあるが、現在３００人近い児童が学校に通っているがそんなに危ないのか。 

⇒誤解の無いように申し上げると、今後３０年、４０年と長い期間の維持管理を想定して

の話である。実際、鉄筋コンクリートの建物の耐用年数もあるので、そういった長い期間
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を見据えると、建築してから時間が経っていることに課題があるという観点からの話であ

る。現在通常に使用する上では支障がないよう教育委員会でも対応し、危険が生じないよ

うに維持管理しているところである。 

・では、安全ということでよいか。 

⇒はい。ここでの記載は「将来的な維持管理」ということでご理解をいただきたい。 

 

・上内小学校と統廃合した場合、鷲宮小学校の名前は残るのか。 

⇒統合の場合の考え方として、統合する学校がどことどこかという方針を教育委員会とし

て決定した後は、「新校設立準備委員会」という組織を新しく作って、関係する学校の保護

者の方、地域の方などに参加いただき、その会議の場で決めるというやり方をしている。

その協議で決まるので、話し合いの内容によっては、今ある学校の名前を生かしていこう

という話になるかもしれないし、あるいは統合にあわせて名前を切り替えるという意見が

あるかもしれない。 

 

・久喜市のルール上対等合併という話を耳にしたが、特例として、吸収合併という形を認

めていただけないと、鷲宮小学校の保護者の方と地域の方は納得しないと思うので、この

場をお借りして申しあげておきます。 
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上内小学校の統廃合等の検討に関する意向調査 報告書 

（鷲宮小学校保護者対象）   
１ 意向調査の実施概要 
 

対象者 鷲宮小学校保護者 

配布日 令和元年１２月２日（月） 

提出者数 ３４人 

 

 

２ 意見や質問の概要について  
問１ 教育委員会では、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おりますが、ご意見をご記入ください。  
・統廃合に対して賛成の意見（１８件） 

基本的には賛成ですが、小学校と中学校は別々のほうが良いと考えます。 

統廃合には賛成です。子どもの事を考えてくれたらＯＫです。義務教育学校にも興味があります。 

今後の事を考え、早い段階で統廃合は必要。予算等があるかと思いますが、子どもの事を考え、

早めの対応をお願いします。 

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にするという対応がいいと思い

ます。 

小中一貫教育を希望しております。地域の学力差が鷲宮で低下していると聞き心配しています。

中１ギャップからの不登校を減らすことと学力の底上げが出来るようご考慮いただきたいと思いま

す。 

複式学級に関わらず、クラス替えがないのは、イジメやトラブルがあったときの逃げ場がないの

で、上内小児童に関しては早急に手を考えるべきだと思う。 

鷲宮小学校に上内小学校が入ればＯＫです。子ども達はとてもよろこぶと思います。私も上内の

子ども達、保護者の方が来てくれれば嬉しいです。 

児童、親、教員の負担やメリットが多いことから、統廃合は必須だと考えます。その場合、対等合

併が平等性の観点からも当然だと思います。 

現在通学（上内小）の子達はそのままで、今年の１年生から鷲小に通い少しずつ統合していけば

と思います。 

一刻も早く統合すべき。校舎の維持管理には大切な税金が使われているのだから。 
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義務教育学校というのは、とてもメリットがあるとは思いましたが、現状無理な話だろうなと思いま

した。鷲宮小学校に来ていただけるというのであればといった感じです。 

小規模化が解消される事で人間関係の築き方や集団授業でしか学べない教育を受けられる事を

考慮すると統廃合へ反対意見は特にありません。 

いいと思います。 

鷲宮小学校と上内小学校の統廃合に賛成します。新校の位置を鷲宮小学校として。その後で、

鷲宮西中と統合して、義務教育学校を開校する。 

H29.12.10に上内小学校への説明会を行ってから２年、早急に学校統廃合を必要としているのな

ら、鷲宮小学校に話を持ってくるのが遅すぎます。受け入れる側の時間が少なすぎます。また、

統廃合担当の事務局の人員が少ない印象を受けました。丁寧に進めていくには、ストレスのかか

る仕事だと思います。人員を増やし、両校が納得いく統廃合を進めていってほしいです。また、鷲

宮小学校の名前を残す形での統廃合を強く望みます。 

小規模校だと、先生の目が行き届き、マンツーマンで勉強を見てもらえるから、合併したくないと

いう意見を以前どこかで耳にしました。でも、少人数だと多様な意見の交換は得られません。運動

会でクラス対抗リレーも出来ません。その他行事は、やはり人数がある程度いてこそ楽しさがあ

ると思います。理想は対等合併かもしれませんが、鷲宮小に吸収合併するのが、現実的と思いま

す。上内の方で反対されている理由に、子ども達と団地の繋がりが失われるといった意見もある

ようですが、それは、団地内や鷲宮小学校区で何かを催せば良いことだと思います。あくまでも、

当事者は子どもなので、子どもを第一に考え、一日も早く合併することを望みます。校舎の維持

管理や職員の人件費等についても合併した方がメリットが多いと思います。 

統廃合に賛成です。高度経済成長期の児童数と現在の少子高齢化が進む日本では、税収の減

少と支出の増加との整合性を取る必要がある為です。効率の良い先生の配置と、適正な人数に

するにしても、統廃合は必要だと思います。 

そう思う理由は、自分の子どもが上内小学校の児童だったら、人数の多い近隣の学校へ通わせ

たいと思うからです。少人数のクラスでのメリットもあるとは思いますが、将来社会に出たときに、

子どもが対応に苦慮しないか心配です。また、子ども達は親と離れる「学校」という環境で、沢山

のお友達と関わりながら色々なことを学び、社会性がはぐくまれていくと思います。上記の考えか

ら「子どもの今」でなく、「子どもの将来」を考えたとき、統廃合をした方がよいと思います。 

 

・統廃合に対して反対の意見（２件） 

統廃合しなくていいと思います。 

私自身が少数学級を経験したのですが、少数学級なりの良さもたくさんあったと感じています。な

ので、上内小の方々が統合を積極的に望まないのであれば、統合する必要はないように感じまし

た。 
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・回答未記入（４件）及び賛否の判断が出来ない意見（１０件）（合計１４件） 

上内小との統合されるのではないかといった噂は以前から聞いていました。本日の市の教育委

員会からのご説明で上内小には今まで何度か説明があったと聞きました。本校には本日初めて

ということで対応が遅いと思います。 

子ども達・保護者の気持ちと理想の教育の形に隔たりがあって、ご苦労されているかと思います

が、どんな形であれ、私達保護者や先生が子ども達へ適切に説明すれば、子ども達は上手くやっ

ていくのかなと思います。 

現在通っている方や思い入れがある地域の方には、結構重要な問題ですよね。ただ新しく小１で

入る方にはそれが通常になるのでしょう。 

子どもの成長過程において、ど田舎でもないのに、少人数というのはどうかと思います。通学や

放課後の遊びの問題もあるでしょうけど。 

特に賛成でも反対でもないが、今の子ども達の環境が悪化したり、不便な学校生活を送ることが

ないようにして欲しいです。 

もっと早くに説明するのが筋ではないでしょうか。 

子ども達の事を１番に考えるのなら、子ども達の意見も聞く必要があるのでは。 

上内小学校の方への説明は早めに行っていますが、鷲宮小学校に対して配慮が欠けます。 

子どもファーストで考えて下さい。今の教育が子どもの一生の価値観に関わることもあります。 

小中一貫がありますが、こちらの地区は、鷲小から西中に上がることに対して中１ショックというも

のが、ほぼないように思われます。中１になれば、上内の子も鷲小の子も一緒になります。今、大

切なのは上内小の子や親の意見かと思います。 

鷲小に話はマメにあった方が良いかと。 

義務教育学校に興味がある。 

学力向上。 

そう思う理由は、自分の子どもが上内小学校の児童だったら、人数の多い近隣の学校へ通わせ

たいと思うからです。少人数のクラスでのメリットもあるとは思いますが、将来社会に出たときに、

子どもが対応に苦慮しないか心配です。また、子ども達は親と離れる「学校」という環境で、沢山

のお友達と関わりながら色々なことを学び、社会性がはぐくまれていくと思います。上記の考えか

ら「子どもの今」でなく、「子どもの将来」を考えたとき、統廃合をした方がよいと思います。 

鷲宮小学校の校舎・設備を補強・改修し、上内小学校の子ども達が、鷲宮小学校に通ってくれば

いいと思います。でも、鷲宮小学校の名前が別の名前になるのなら、今のままで、上内小学校を

存続してほしい。 
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問２ その他、教育環境の充実を図る点で、市に対応を望むことに関してご意見をご記入
ください。  
・その他としていただいた意見（１３件） 

統廃合に伴い、市からは保護者や地域の方のご意見を中心に親を通じて意見を聞くというお話で

した。主人公は子ども達です。一番に子ども達がどのように考えているのか、意見に耳を傾けて

頂けたら有難いです。 

説明会わかりやすかったです。ありがとうございました。まだまだ検討段階ということを理解しまし

た。先に江面さんの件が実施されていますので、少し安心しました。 

何事も早めに説明をして欲しいです。 

地域の方にとっては、避難場所の問題もあると思うのですが、保護者・地域の方々も含めた説明

対応はあるのでしょうか。 

統合した場合の細かな状況の変更も説明して欲しい。行動するなら早めに。 

迅速な決断と施行 

伊奈の中高一貫も人気があるように一貫学校はいずれ見本になるのでは。興味はどの学校にも

あるが、それによる増税はあるのか。 

統合するなら早くして欲しいと思います。 

統廃合に伴い、必要な費用や計画（改築、新しい人員配置、教育の内容の具体的な変更内容）な

どを細かく提示（案としてでも）したり、経過についての経緯や流れを定期的にご連絡いただける

と理解を得やすいのではないかと思います。 

地域の理解もとても大切ですが、大事なのは子ども達とその親だと思うので、学区外制度のよう

に、鷲小に来たい子だけでも来たら良いと思います。少人数だとやっぱりかわいそうです。 

第一に子ども達の環境を考えた対応をお願いします 

自分自身が学んだ学校であり、思い入れもたくさんある学校なので、対等合併によって、鷲小の

名前が無くなるのは、やめて欲しい。できれば、現況のまま、上内小の子ども達を受け入れるよう

な体制を整えてほしい。 

ＰＴＡ会長等は最大任期を定めた方がいいと思います。 

 

・回答未記入（２１件）   
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上内小学校の統廃合等の検討に関する説明会 実施報告書 

（鷲宮西中学校保護者対象）  
１ 実施日及び参加人数 
①  日 時 令和元年１２月６日（金）１年生学年保護者会終了後 

場 所 鷲宮西中学校 体育館 

参加人数 １７人 

②  日 時 令和元年１２月６日（金）３年生学年保護者会終了後 

場 所 鷲宮西中学校 音楽室 

参加人数 １７人 

③  日 時 令和元年１２月６日（金）２年生学年保護者会終了後 

場 所 鷲宮西中学校 多目的室１ 

参加人数 ３３人 

 ※３学年参加保護者合計６７人 

 ※対応者：学務課 森下指導主事兼主幹、目黒課長補佐、齋藤担当主査 

 

２ 主な意見や質問の概要  
・意見、質問等は特になし。 
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上内小学校の統廃合等の検討に関する意向調査 報告書 

（鷲宮西中学校保護者対象）   
１ 意向調査の実施概要 
 

対象者 鷲宮西中学校保護者 

配布日 令和元年１２月６日（金） 

提出者数 ３人 

 

 

２ 意見や質問の概要について  
問１ 教育委員会では、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おりますが、ご意見をご記入ください。  
・統廃合に対して賛成の意見（２件） 

一刻も早く統合すべき。 
よりよい学校にしていくべきだと思います。 
小中学校統合はどうかと思う。 
鷲小・上内小統合は仕方ないと思う。  
・回答未記入（１件）   
問２ その他、教育環境の充実を図る点で、市に対応を望むことに関してご意見をご記入
ください。  
・回答未記入（３件） 


