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    平成２５年度第１回四街道市立小中学校学区審議会会議録（概要） 

 

 日時  平成２６年１月３０日（木）午後２時３０分～午後４時１０分 

 場所  四街道市青尐年育成センター２階 会議室 

 出席者 水野会長、久保木副会長、角井委員、佐々木委員、長谷川委員、堀田委員、 

     梅山委員、菊地委員、古川委員、坂東委員、清水委員 

 欠席者 豊田委員、荒井委員 

 事務局出席者   

佐久間教育総務課長、安江主幹、米村指導主事、牛玖副主幹 

 傍聴人【公開の場合】２人 

 

―― 会議次第 ―― 

1. 開会 

2. 教育長あいさつ 

3. 委員紹介 

4. 会長・副会長選出 

5. 諮問 

6. 審議 

7. 閉会 

 

長谷課長：≪開会≫ 

 

髙橋教育長：≪挨拶≫ 

 

長谷課長：≪委員紹介≫ 

     ≪事務局職員紹介≫ 

     ≪定足数及び資料確認≫ 

 

会長・副会長の選出 

     ≪会長に水野委員、副会長に久保木委員≫ 

 

長谷課長：議事に入る前にご報告いたします。本日の出席委員は、11 名です。従いまして、四街

道市立小中学校学区審議会設置条例第５条第２項の規定に基づく定足数に達しておりま

すので、本会議が成立しておりますことをご報告いたします。なお、議事の進行は、設

置条例第４条第２項に会長は会務を総理し、審議会を代表するとあり、同第５条第１項
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に会長が議長となるとありますので、水野会長にお願いいたします。 

水野会長：会議を進める前に会議の公開等について、事務局より説明をお願いします。 

長谷課長：市では、審議会等の透明性や公平性を確保するため、会議の公開制度を設けておりま

す。指針では、会議は、原則公開です。情報公開条例の非公開情報を扱うとき、審議に

支障が生じるときは非公開とすることができるとし、公開するか否かは、審議会で決定

することになっております。また、会議録の作成につきましては、指針により原則発言

者の氏名を明記することとなっております。それから、会議録署名人を会長と副会長に

お願いいたします。なお、会議録作成の都合上、録音させていただきます事ご了承くだ

さい。 

水野会長：会議の公開ですが、四街道市立小中学校学区審議会の会議は、原則公開としたうえで

開催の都度、審議内容を確認して、公開・非公開を決定するということで、よろしいで

しょうか。 

委  員：異議なし 

水野会長：それではそのように決定いたします。本日の会議の公開、非公開を決定したいと思い

ます。審議内容を確認したところでは、非公開内容はないようですので、本日の会議は

公開するということで、よろしいでしょうか。 

委  員：異議なし 

水野会長：次に、会議資料についてですが、資料を見たところでは、非公開情報はないようです

ので、公開とし、傍聴人に配付するということで、よろしいでしょうか。 

委  員：異議なし 

水野会長：傍聴人の方は、おられますか。おられる場合は、入室を許可します。 

安江主幹：本日傍聴者は、２名です。 

 

水野会長：それでは、会議次第に沿って進めさせていただきます。本日の審議会次第、5 項目の

諮問でございます。諮問事項につきまして教育委員会からお願いいたします。  

髙橋教育長：≪諮問『平成 26 年 1 月 30 日付教学第 633 号』読み上げ、水野会長へ渡す≫ 

 

水野会長：それではこれから『平成 26 年 1 月 30 日付 教学第 633 号』の諮問がありました、「四

街道市立南小学校及び八木原小学校の通学区域」について審議いたします。まず、教育

委員会からの諮問の理由等について説明をお願いいたします。  

長谷課長：諮問の理由ですが、現在南小学校では児童の増加による普通教室不足が生じ、特別教

室を普通教室に改修して対応しております。児童数増加の主たる要因は、「通学区域内で

の物井特定土地区画整備事業（もねの里）」に伴う住宅開発であり、その土地区画整備事

業は継続中であることから今後も児童数は増加し、教室不足は拡大していくことが判明

しました。当街区及び千代田中学校区における今後の教育の在り方については学校の地

域における役割、地域住民や保護者の意見や考え等を充分に考慮することが必要となり
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ます。このような状況を踏まえ、客観的な立場から南小学校及び八木原小学校の通学区

域の見直しについてご協議いただきたく諮問いたします。  

安江主幹：続きましてお手元の資料を基に、現状及び今後の推移について説明させていただきま

す。資料 1 をご覧ください。まず始めに南小学校の現状について説明いたします。平成

25 年 12 月末日現在の児童数 324 名、学級数が 14 学級、内訳は通常学級 12、特別支援

学級 2 です。必要教室数は 13 教室です。必要教室数につきましては、特別支援学級 2

学級は 1 教室で対応しておりますので通常学級数に特別支援学級数 1 を加えた数となっ

ております。次に、今後の推移ですが、平成 26 年度から 36 年度の児童数と必要教室数

の推移について説明いたします。まず、児童数の推計報告ですが、25 年 5 月 1 日現在の

住民登録された南小学校学区内の未就学児の数と、現在南小学校の在校数の数を基に今

後の増加見込み数を加えて算出いたしました。なお、必要教室数につきましては、通常

学級数に特別支援学級用の教室 1 を見込んだ数となっております。基本の児童数は、推

計の必要上通常学級の児童数となっております。表Ａですが、これは千葉県の施策に基

づき、1・2 年生が 35 人、3～6 年生が 38 人で学級編制をした場合の推定です。次に表

B ですが、国の基準に基づいた学級編制です。1 年生が 35 人、2～6 年生が 40 人で学級

編制をした場合の推定です。次に教室数について学級編制しない場合の見込みについて

説明します。資料 2 の教室の配置図と併せてご覧ください。南小学校は 12 学級を想定

して建てられておりますので、25 年度は特別教室の「地域連携室」と「図工室」を普通

教室に改修して使用しております。教室配置図で見ますと⑬と⑭になります。現在の普

通教室数は 14 教室です。1 教室余裕があります。今後 14 教室まで対応可能な状況です

ので、26 年度までは現状で対応可能です。しかし 27 年度以降、必要教室数は 15 教室

であり、「コンピューター室」の改修を計画しております。更に 28 年度には必要教室数

が 17 教室となり、「多目的室」の改修、または仮設校舎の増築で 2 教室確保を考えてお

ります。なお、特別教室の改修で対応可能な範囲は 17 学級のみとなっております。続

きまして、児童数及び学級数の推計表について資料 3・4 を基に説明させていただきま

す。先程も申し上げましたが、平成 25 年 5 月 1 日現在の住民登録された南小学校学区

内の 0 歳～5 歳までの未就学児の数と、現在南小学校の在校生の数を基に今後の増加基

本数を加えて算出してございます。資料 3 をご覧ください。推計表について簡単な説明

をさせて頂きます。推計条件にあります、平成 26 年度以降の 0 歳児 68 は過去 5 年間の

平均値です。①入居率 0.1901 ですが、過去 3 年間のＵＲ都市機構の物井開発地区入居

計画の年度ごとの数値と入居世帯数から算出しております。②出生率 0.0643 ですが、

過去 3 年間の開発地区全世帯数と 0 歳児の数から算出しております。③未就学児発生率

0.4701 及び④児童発生率 0.3032 についても過去 3 年間の開発地区全世帯数と未就学児

数、児童数から算出しております。また、物井地区計画戸数には資料 5 にあります、Ｕ

Ｒ都市機構の入居計画戸数が入っております。資料 3 推計表は、千葉県の施策に基づい

た学級編制です。1・2 年生が 35 人、3～6 年生が 38 人で学級編制した場合の推計です。
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資料 4 推計表は、国の基準に基づいた学級編制です。1 年生が 35 人、2～6 年生が 40

人で学級編制した場合の推計です。次に、南小学校の学区について説明いたします。資

料 6 の学区図をご覧ください。南小学校の通学区域は右側の水色の枠の中にあります。

地区としましては、亀崎、物井、長岡、栗山の一部、そして、もねの里が該当します。

また、参考までに八木原小学校の通学区域を左側のピンクの枠で表してあります。最後

に保護者や地域の方の意見や考えについて説明させていただきます。参考資料として 10

月 14 日の保護者説明会、11 月 9 日の地域説明会議事録及び南小学校ＰＴA アンケート

集計、もねの里 2 丁目自治会アンケート集計を用意させて頂きました。アンケートにつ

いてですが、南小ＰＴA アンケートは、249 世帯中 188 件 75.5％の回答。もねの里 2 丁

目自治会アンケートは、246 世帯中 54 件 21.9%の回答となっております。 

清水委員：自治会加入世帯を対象としているので、200 もないのでは。 

安江主幹：後程確認いたします。会議録・アンケートを見ますと、次のような意見が目立ちまし

た。概要を申し上げますと、①心情面からの意見：「子どもを犠牲にしたくない」「教育

委員会の責任」等。②物理的に困難な意見：「他に用地を購入して校舎を増築する」等。

③八木原小学校への不安感・④説明不足による誤解・要望：「転校させたくない」「在校

生はそのまま南小へ」等です。それと共に実現可能で未来志向の意見や考えもみられま

した。「今回の学区再編を機会にもねの里地区と千代田地区の交流を深め、地域の活性化

を図ってはどうか」等です。以上で私からの説明を終わらせていただきます。 

水野会長：質問がございましたら挙手をどうぞ。  

清水委員：半年前に配られた児童数増加に関わる対応の児童数推移と、今日配られた推移が大分

変わっていて、例えば平成 32 年だと半年前の資料で 516 人だったのが、今日のだと 582

人で 66 名も増えた、という計算になっています。半年でこんなに変わってしまうのは

計算方法が変わったのか、あるいは計算自体があまり当てにならないということなのか、

というのが一点。ＵＲでこの数値を出しました、と仰ってましたが、一つ補足情報とし

て、「物井の駅前にマンションが建つかもしれない」ということが言われていて、それは

ＵＲとは全く関係ないものなので、もしそのマンションが建った場合は、この数値とは

全く関係ないマンションの戸数が増える、ということが一言も触れられていないので、

それは数値に入れていただきたいです。  

長谷課長：数値が変わったということですが、資料 5 をご覧ください。こちらＵＲ都市機構の方

で新たな入居計画ということで出されたものです。これは 12 月 27 日、昨年の年度末に

出されたものですので、より新しい情報で推計を行いました。保護者説明会の時配布し

たものはその前の資料の情報だったので、新しい情報で推計をやり直した結果がこのよ

うな違いになりました。それからマンションにつきましては、これから情報を取り入れ

ながら、より現実に即したものにしていきたいと思っております。情報ありがとうござ

いました。 

部長：ただいまの説明に補足する形で、先程ご説明いたしました資料 3 のＡ表ですね、その
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中のちょうど中段、「開発行為等に係る児童数の発生数計算表」という欄がございまし

て、ここのところでは 310 ということで物井地区の計画戸数は終了しております。しか

し、その下の予測入居世帯数というのはそこで終わっているのではなくて、全てが売れ

るというわけではなく継続していくだろう、ということで 59 という数字を入れさせて

いただいたために数値が変わってきたというのも一つの要因でございますのでご理解

いただきたいと思います。 

水野会長：他に質問ございますか。質問がなければ意見を募りたいと思いますけれども、今、説

明があった中でのご意見ございますか。  

堀田委員：南小ＰＴＡの堀田ですけれども、参考資料のＰＴＡのアンケート集計結果報告という

のを見ていただきたいんですけれども、前に行った保護者説明会と住民説明会が終わっ

た段階でＰＴＡの方でアンケートを作らせていただいた、その集計結果の報告です。1

ページ目のところで学区再編について必要であるか必要でないか集計させていただいた

ところ、学区再編を必要でない、どちらかと言えば必要でない、と思っている方、つま

り学区再編をしない方が良いと考える保護者の方が半分以上占めていまして、その一部

の特別教室改修についても、改修が必要またはどちらかと言えば必要と答えた方がやは

り半数以上、3 番目の仮校舎建設についても半数以上の方が建設を必要であるとしてい

ます。その後に皆さんの具体的なご意見を載せているのですけれども、今児童が在籍し

ている保護者の方たちは再編を了解していないという意見が多いということですので、

保護者や児童の気持ちを考えると再編はしないで、特別教室改修や仮校舎建設、もしく

は仮校舎というよりきちんとした校舎を建設していただくことを希望したいです。  

例えば、教育委員会の説明会での資料にも仮校舎建設という提案が内容の中にあったの

ですが、できればそうしてもらうことが今通っている子どもたちも、もちろんこれから

同じ地域に住む子たちが同じ小学校に通うという意味では、一番子どもたちや保護者に

害がない方向だと思うのですが、仮校舎建設というのはそもそも可能なのでしょうか。  

水野会長：詳しい意見等についてはこれからの中で揉んでいくと思います。委員の方々の中で今

初めてこの資料を読んだ、という方もいらっしゃいますので。ただもし委員会の方で今

のご意見に対して何か回答ありましたらどうぞ。なかったらこれからの進展の中でやっ

ていくことになると思います。仮校舎建設が実現するかどうかは、現時点ではわからな

いのではないのかなと思います。我々の結果次第になっていくのではないのかなと思い

ます。 

堀田委員：それからでも間に合うのでしょうか。ちゃんと建てていただけることが半数以上の方

の希望であるとアンケートの結果としては思います。保護者としてもありがたいと思い

ます。あともう一つ、意見というか先程の教育委員会の説明にもあったのですけれども、

今在学している児童たちは、例えば学区再編となった時に関係あるのかないのかが今の

説明でははっきりしないので、それでアンケートを取っても保護者が不安がっていると

かはっきりしないのではないでしょうか。意見としては、今在学している子どもたちや
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その兄弟にはなるべく影響のないようにしてもらいたいです。そこのところもまた審議

会で話していただけるのでしょうか。今、南小に通っている子どもたちには影響のない

ようにと、通っている子どもたちのご兄弟が、もし学区再編になった時にバラバラの学

校に通うのは子どもももちろんですけれども、保護者も大変なことになるのでそうなら

ないようにしていただきたいなと思います。  

清水委員：もう一つ、今の意見に対してですが。教育長挨拶で今後通ってくる児童が対象となり

ますが、という風に仰っていたと思います。それはつまり、今通っている方はそのまま

南小に通える、ということを教育長は仰ったとこちらは取ったんですけども、いかがで

しょうか。 

髙橋教育長：基本的には審議会で決定されたことを教育委員会の方でそれを基に答申をいただい

て決定するというのが大きなスタンスです。私が最初にお話しさせていただきましたよ

うに、今すぐ学区再編をしなくても今の在校生をすぐ八木原小の方に移さなくても対応

できるということが、現在明らかになっております。それについて、先程の私の挨拶の

中で、学区見直しについてはできるだけ在校生に影響が及ばないよう、将来入学してく

る児童を対象として考えておりますが、在校生にとっては直接関係ないとはいえ、今後

の学校職員関係者には影響があると思います。ただし、委員の皆さまには客観的な立場

からその時期や是非等も含めご思案いただければと思います。  

坂東委員：資料の『諮問の理由』について、終わりの方の 2 行ですけれども、「客観的な立場か

ら」とあります。その立場から、私は審議の主たる議題は「南小学校の児童数増加の対

応」であると思います。そこに隣接しているからということもあるのでしょうが、八木

原小学校の通学区域の見直しにも触れられているということ。ちょっとその繋がりがわ

かりにくいです。もっともっと見直しの状況をきちっと捉えて、それから初めて八木原

小学校の話が出た方がわかりやすい。何か八木原小への転校までが既に示されているよ

うな気がします。八木原小学校の通学区域の見直しってことが、何故諮問にも書かれて

いるのかということを、もう尐し詳しく説明してもらえると嬉しいです。確かに児童数

が増えてきているという現状は今のお話でわかりました。そこから次へのステップがこ

の文では見えてこないのですが。  

髙橋教育長：南小学校の児童増と学区再編を話し合うということがメインでございますので、今

仰った通りと思います。 

久保木副会長：ご存知のように南小が新しく建ち、いろいろ検討されて今の校舎ができました。

この校舎については、もう何を言っても始まりません。今後、どうするかということを

皆さんで真剣に考えなきゃいけないということが一つ。南小学校の生徒が八木原小学校

に行かないといけないかもしれない。それを前提に置いてしまうと先には進めません。

まず、これから 5 年先を見てどういう風にしていったらいいか。そこでどうお金をかけ

ていったらいいか、ということを計画しなければいけない。1 年 1 年で区切っていった

ら何にも計画できないです。だから、皆さんが心配しているようではなく、もっと皆さ
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んが、「あーよかったね」という内容のものを作り上げて、この中で話し合う。当然、教

育委員会にお願いするわけですけれども、最終的に四街道市の財政も含めて、その辺を

総体的にどうしていったらいいかということも考えていかなくてはいけない。千代田中

学校の校舎も相当古くなってきている。それを建て替えなきゃいけないということもあ

るし、八木原もまたその辺をどうするかということも考えなければいけない。四街道市

の学校は段々古くなってきている校舎もいっぱいありますので、そういういろんなもの

の中で、とりあえず千代田学区の現状をしっかり皆さんと把握しながら、校舎が足りな

いなら、じゃあその校舎をどのようにして、子どもさんたちの教室を作ることを考えて

いくかをまず。とにかく仮設校舎を、という前提は後です。  

最終的に 5 年経った時に予定より人が増えた、減ったということは絶対あると思うんで

すよね。今 0～5 歳までいる人たちはわかりますよね。0 から下はまだわかっていないで

すよね。5 年先の小学校上がるまでの数は大体わかりますが、問題はその先です。皆さ

んにはそういうところをしっかり考えてやっていただきたいなと思います。  

当初、八木原小学校区は栗山もそうだし内黒田も本来は全部南小学校区になる予定でし

た。八木原小学校区のところは当然固定されて、多くの子どもたちは南小へ行かなけれ

ばいけないという観点だった。そこから学校はどっちが近いのかを選定して、子どもた

ちはより近い学校に行かせる、という方針に変わったのが当時決まった内容だった。当

時役員だったのでそう私の頭に残っています。これからは南小学校区も、例えば 1 丁目・

6 丁目というと高速道路の近くですね。そうするとあの辺は八木原小に行った方が南小

に行くより近いですよね。断定しているわけじゃなく。でもそういうのを考えながら 5

年先を見て、それから 2 年先見て 3 年先見て、更に 7 年先、10 年先まで見てそうして

やって計画したらどうでしょうかね。目の前のことだけじゃないというのをこの会で確

認してほしいと思います。 

水野会長：副会長から話ありましたけれども、昔から南小地区、今は千代田中地区に住んでいら

っしゃるので、事情をよくご存知であるのでしょう。確かに、何年か先を見通して、と

いう冷静な観点でやっていただくと。感情的になるとなかなか学区のことはできません

ので、先のことを見通してどうしたらいいのかな、人口の移動とか戸数とかというもの

を見通して審議していただきたいなと思っております。 

清水委員：先のことというのは本当に仰る通りで、実際 9 年前、平成 17 年もこれだけ児童数が

増えると先のことを見通して南小を建てたのに、この現状であるわけですね。だから、

7 年じゃ駄目です。10 年、15 年先を見越して考えてかないと、ここで「教育委員会の

案通り学区再編をしましょう」となっても、今から 10 年後には 5 丁目・6 丁目の児童が

莫大に増えて、結局また同じ問題がこの学区審議会で話し合われる、ということになる

かもしれません。 

実際、地域の説明会では物井区の会長さんもかなり厳しい口調で詰め寄っていましたよ

ね。「17 年の時も言っていたじゃないか。地域住民も言っていたのに結局、教育委員会
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の考えでやってこの状況。だから、それがわかっていたのにまた今か」と。今も恐らく

この 7 年先のことだけ考えたら、「とりあえずもねの里 1 丁目・2 丁目、栗山の一部だけ

移動すれば何とかなっちゃうか」ということではなくて、10 年経ったら実はそれではす

まないっていうことは十分考えられるということをですね、やはり、意識していかなく

てはならないということは思いますので、それは皆さんにその辺を考えていただき、0

歳よりもっと先まで考えないと 10 年後同じ問題がまた出てしまうと思います。  

久保木副会長：正にその通りです。南小学校を作る時に本当に我々はね、出生率のことでずいぶ

ん揉めました。出生率はどこから根源を持ってきたか、というのが未だに私もわからな

いくらいですし、当時、議事録をひっくり返して見てほしいというのが私たちの気持ち。

ただ、決まってしまったことですからね。もうこれはどうしようもないことだから、今

決めていることをこれから先、10 年、15 年先を見て決めてほしい。今は 7 年先でもい

いが 2～3 年後には更に 10 年先を見るとか、いきなり 15 年先を見るのではなくて 3 年

に対して 3 年増やす、そうやって 10 年や 20 年見る。そういうことで検討していただけ

れば一番いいのかなという説明でした。よろしくお願いします。  

坂東委員：もう一件質問。同じころ実態とか調べているものとまた違った角度になってしまうの

ですが。ここで諮問されているのは学区のことですよね。最終的にいろいろなものが学

区に影響を及ぼす、というのもあると思いますが、私が気になっているのは、新設され

た、学校を新しく作った時にそういう一つの考え方を基に新しい学区を作るのではない

か。そうするとその時点で確かに副会長が仰ったように、どういうことかきちんと整理

されているか、ということをもっとも知りたい。それが、現在のこの問題に繋がってく

るわけです。ただ、これでいたずらに作っていくとは考えないですが、要するに南小学

校の中で、果たしてどこまで今対応できるかということが、一番肝心な問題ではないか

なという感じは客観的にします。ですから、それにあまり時間を取らないということを

会長にお願いしたい。建設的な考えでいくとすれば、そういうことを見越した上での計

画がこの地区のメインテーマだと思います。  

久保木副会長：当初、校舎は 3 学級を作って 3 階建てにしようという案がありました。ところが、

最終的に 2 学級ということなり、その他に部屋が増え、南小の教室に行った方はわかる

かな、一つの教室の広さが 1.3 倍で広いんですよ。だから人数が尐し増えても十分余裕

がある。他の普通学級だとかなり尐ない人数でもいっぱいで、例えば父兄の方が授業参

観に来ても後ろでちょっとしか立てない。南小は余裕を持って見られる。そういうくら

いの教室の広さがある。ただ、私も知らなかったのですが、広いから子どもの人数を増

やして、看る先生も増やしたらどうか、と言ったらそれは法律違反ということになって

いることを訊きました。ならば、それはもう人数を増やさないでやらなきゃいけないと

いうこと、そうやって全面的に物を見ていかなきゃいけないのかなと感じます。  

坂東委員：もう 1 点、学級編制の関係で質問。38 人編成は県の基準。40 人は国の基準。国の方

が段々緩和しているところがありますが、これは他の市町村を見ますと、市の独自の考
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え方でかなり編成を変えてきている。そう考えますと、一つの方針・目安としてはこの

数字は説得力があるとは思いますが、ただこの推移がこれから変化しそうであること。

そこから流れは定数減に来ているのではないか。そうした考えも我々の視野に入れてお

いた方がいいと感じる。そういう意味では、数値の出し方については、それだけで憂慮

する状態と思います。この辺り市の教育情勢を 10 年先考えたところで、果たしてどう

いう課題になっているのかなと。資料のこの先 10 年間の数値、出したばかりですが、

私もたまたま鑑賞させてもらって、この数をどういう風に教育委員会の中で調整が進ん

でいるかというところをちょっと知りたいと思います。  

部長：お答えになるかどうかわかりませんが。まず一つは、私どもは現在、四街道市で行っ

ている学級編制ということで、県を基準にしていくことが第一であろうと考えておりま

すので、A という学級編制の形に示させております。願わくは教育環境が同じになると

いうことで南小学校でも A で考えていきたい。それと、皆さんのご承知のとおり本市で

は市独自の 1・2 年生 30 人の学級編制をしている。ただしその実施の仕方については各

学校の事情があるということで、学級編制かまたは尐人数指導にするかという形でおり

ますので、その辺をできる限り選べるような環境を示していきたいと考えております。 

水野会長：基本的なスタンスは先程出たところで抑えまして、審議するのは学区再編について、

ということですので、そちらの方へ行きたいと思います。それでは、事務局の方からの

案をお願いいたします。 

部長：それでは、私どもがこれまで保護者さんや地域の方たちにご説明してきたことも踏ま

えまして、今検討している案ということで出させていただきます。まず一つは先程お配

りしました学区の地図ですけれども、その中で再編地区は、もねの里 2 丁目、そして物

井の一部、栗山の一部、物井の一部には茶屋の作、栗山の一部にはもねの里 1 丁目に予

定されている地区を想定しています。実施時期は皆様の方でもご検討していただいたと

思いますが、早ければ来年 4 月 1 日、そして学年は、私どもの方では今のところ学年に

準じてということで新 1年生からということも一つの考え方ではないかと思っておりま

す。それは在校生にはできるだけ影響は尐ないようにというようなこと、また、地区を

再編するに当たって通学等も考えてということです。先程お話しに出てきましたけれど

も、それ以降は隣接区域の八木原小学校の学区に、という考えを今持っているところで

ございます。なかなかイメージが湧かないと思いますので、今説明した地図をお配りさ

せていただきたいと思います。 

菊地委員：ちょっとよろしいですか。長岡は黄色（再編予定地区）に染まっていないのですが。

長岡は計画案に入っていないということでしょうか。実際通っているお子様方は尐ない

と思いますが。4 人、茶屋の作は増えて 5 人くらい。 

堀田委員：はっきりとはわかりませんけれども、8 人くらいいます。 

菊地委員：ただ、結局新 1 年生で上がってくる人をこれの通りに再編すると、兄弟で違う学校に

なってしまうことは当然ありますよね。  
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堀田委員：やっぱり兄弟で学校がバラバラになるのは、考慮しなきゃいけないでしょう。  

久保木副会長：それは、父兄だって大変でしょう。運動会 2 回、保護者会 2 回、役員もあっちも

そっちも、PTA もみんな別。現在その子どもが通っているところを優先的にする、とい

うのが建前でしょう。そういう前提で考えればいいのでは。  

堀田委員：ご兄弟のいるところだけ来年なり再来年なりは再編から外れる、等いろんな方法があ

ると思います。保護者も今の在校生、まずは子どもだと思います。保護者さんの意見を

大事にしてもらえれば、いろんな考えができる。再編に反対していたところがすぐ変わ

ると言ったら変ですけど。茶屋の作、栗山、もねの里の地域は在校生も尐なく、正直、

人数としては尐数です。ただ、私もねの里 2 丁目の人間ですけれども、世帯数もそれな

りに増えていまして、今在校生の方も増えています。つまり、これから入る新 1 年生の

中に在校生の兄弟もそれなりの割合でいると思うんですね。そうすると、その人たちの

希望を考慮させると八木原小に再編されて移動する生徒移動数がそんなに多くないので

はないか。 

久保木副会長：それもわからないでしょう。まだ池花のところも空いていますし、何とも言えな

い。 

堀田委員：いや、もねの里 2 丁目のことで、希望を考慮すると、生徒数があまり今の南小学校と

変わらないのではないかと思います。また、黄色で囲った地区の八木原小から一番遠い

ところから通う分の距離と、黄色で囲われていない南小学校区の人で八木原小に通う距

離、例えばもねの里 3 丁目とか物井 2 区と呼ばれる南小学校付近の方も八木原小へ通学

するとなると、黄色の端っこの人の方が一番遠くなるのではないのかと思います。  

水野会長：どうしても細かいことになってきますと、私も以前学校に勤めていた時、例えば学校

で自転車通学範囲を決めますと、「隣が自転車通学しているのにどうして俺のところは自

転車通学できないんだ」と細かいことになってしまいます。どこかでここからは駄目、

という風に決めなければいけない。1 メートル離れているだけでもあなたは自転車通学

できませんよ、という風にしないと。実際、そうしたことが出てきました。だから、こ

の道からこっちは自転車通学だと。で、この道から向こう側からは自転車通学できます

よ、という風に線引きをしなければ、みんなごちゃ混ぜになってしまいます。これも同

じことになると思いますので、そういうところを勘定に入れてお話をこれから進めてい

っていただきたいなと思います。  

古川委員：再編成した場合、クラスとして何教室くらい増設しなくてすむのでしょうか。  

安江主幹：後からお配りした資料の④をご覧いただければと思います。「学区再編をしない場合と

する場合における対応策の比較行程表」、あくまでも案の段階ですが、そこの C と D で

説明させていただきます。これは学区再編を行った場合の南小学校の必要教室数を表し

ております。推計の方法は、推計表Ａ「児童数及び学級数推計」と同様に行っておりま

す。それぞれ 27 年度、28 年度から学区再編をした場合ですので、その前の年度までは

推計表 A と同じになり、学区再編を実施した年度の新 1 年生からの C と D それぞれ数
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値が変わっております。今後の推移を説明いたしますと、地図資料④の A 表は学区再編

をしない場合です。平成 29 年度には、現在より 4 教室、更に平成 36 年度には 6 教室不

足することが予測されております。地図資料④の C 表ですが、平成 27 年度、新 1 年生

より学区再編した場合です。平成 34 年度には、4 教室不足することが予測されます。地

図資料④D 表ですけれども、平成 28 年度新 1 年生から学区再編をした場合です。平成

30 年度には 5 教室不足することが予測されます。それぞれの比較行程表には教室数不足

に対するそれぞれの対応策の例が挙がっております。以上です。  

古川委員：地図資料④A の表の 29 年度の教室数不足は、何教室くらい不足する推計ですか。  

安江主幹：18 教室ですので、教室数不足は 1 です。コンピューター室改修、多目的室改修をした

場合での 1 です。 

久保木副会長：A の 29～36 年度はずっと 1 教室不足のままではないですよね。30 年、31 年とず

っと 1 教室不足という推移ではないですよね。 

安江主幹：A 表に必要教室数がございます。それぞれの年でこれだけの教室が必要となるという

推計となっております。 

久保木副会長：30 年は 2 不足、33 年から 4 教室不足になるわけですね。最終的に 7 教室不足と。 

堀田委員：さっきの 10 年とか長い目で見ますと、学区再編しても結局教室数が不足するという

ことですよね。地図資料④の C 表でも 34 年度にはやっぱり不足してしまう。多目的室

等を改修したとしても 10 年以内にまた同じことが起きるということですよね。  

久保木副会長：可能性があるだけでまだ何ともわかりませんよね。 

角井委員：校舎増築は 28 年度には行うということですか。 

安江主幹：もし仮校舎を建設すれば、例えば 4 教室作れば C の場合だとこの先 36 年以降も教室

は足りるだろうという計算です。28 年度と数字が書いてありますが、28 年度に何らか

の対策、多目的室を改修する・仮校舎を作る、などすればという意味です。現状だけで

は 14 教室あります。27 年度まではこのままで足りますが、28 年度には 16 教室必要に

なるので、ここで 2 クラスが不足して何らかの対策を立てなければなりません。そこで、

考えられるものとして多目的室の改修・仮校舎の増築があります。どちらかの対策をと

らなければならない。例え多目的室を改修してその年度を乗り越えたとしても、その先

34 年度には多目的室の改修だけでは教室数が不足してしまいます。一方、仮校舎を増築

して 4 教室分を作った場合には 36 年度以降も対応できる。というような試算になって

おります。 

久保木副会長：ずっと仮校舎なのですか。 

水野会長：そういうことになりますね。もし、作るとするなら。  

梅山委員：八木原小学校がものすごい児童数の時に私は父兄でした。その時にプレハブの仮校舎

もできましたし、いろんな面で今と似ています。それから内黒田の子どもたちが南小学

校から八木原小学校に移った時もありました。その時もやっぱりどちらかを選んでいい、

という時期がありましたね。今の 6 年生ですね、移った子は。その移る時に「僕は南小
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学校に残る」「私は八木原小に行く」という子どもたちがいた中で、一人だけ南小に残る

のは寂しいとなったことで、結局全員が移った。その時から全部内黒田の子は南小学校

ではなく八木原小学校になりましたよね。そういう暫定期間があった。だから今、ご心

配をしている兄弟がいて 2 つに分かれるから駄目、ということではなくて、そういう期

間も踏まえて、現に南小学校だった内黒田の子どもたちは移っている。八木原小にその

子どもたちが行っている。どれがいいか考える時に一概に兄弟が、とかでなく、地図を

見て茶屋の作がどうか、と思う時にそれぞれのことがあると思う。私はこれが提案され

たときにものすごく教室が足りないのではないか、と思って審議会へ来ました。でも最

終的に今、4 教室 5 教室となると、考え方次第では学区編成しなくても、もっとすごい

ことにならなくても、やり方次第ではいいやり方もあるのかなと思います。10 教室不足

とかだとすごいことになりますが、説明を聴いていると 4 教室 5 教室、ということなら

仮校舎を建てないにしても、そんなに大変ではないと思われます。特別教室を改修すれ

ば尐なくとも何年間かは今のままの状態でいいということになりましたら、当事者のも

ねの里 2 丁目等の自治会長さんは大変だろうけれども、現に移っている子どもたちがか

つてはいたということで、そういう広い視野で客観的に捉えて、どうしようもなければ

そうするしかない。そうしなくてもいい状況があれば、もっとお金も出していただいて

それを選ぶと。確かに学区編成が一番楽ですよね、お金もかからないですし。でも 8 教

室、あるいは大きい建物を作るのならば、というようなことも審議会の中で結論つけて

いけばいいと思います。初めからもねの里で兄弟が分かれるとか言い始めても、どうし

ようもなくなってしまう。個々のことは教育委員会の暫定処置があるはずだと思います。 

水野会長：細かいことは 2 回目、3 回目と、これから審議がされていくと思います。今日は初め

てですから、とりあえず対応案を聴いてみていいのかなと思っています。  

角井委員：教室数ばかりの問題ではないのかなと思っています。何度か南小に訪問させていただ

いて校庭を見るとそんなに広い敷地には思えない。その敷地の中に、この先で言うと 500

～600 を超える人数の子どもたちが、仮に運動会をやるとすると非常に厳しい状況。仮

校舎を作れば更に狭くなるだろうし、それから、例えば図書室にしろ理科室にしろ利用

する回数は減ってくる。コンピューター室を普通教室に改修してしまえば、コンピュー

ター室もない学校になってしまう。タブレットにするとしてもそんなに台数を揃えられ

るわけではないので、一人当たり年数回使えます、ということを考えると、教室ばかり

ではなくて根本的に考えなければいけない。とすれば学区再編は避けて通れないところ

にあるというのが一つ。もう一つ思うのが再編するに当たって、今話題になっているの

が八木原小とでは教育環境に違いがある。南小は建って間もない校舎であり、トイレも

きれいで教室も広い。一方、八木原小は建って 40 年の校舎。この教室環境の違いで、

じゃあ移れますか、というと二の足を踏む方々も多いと感じます。その辺を見計らって

いかないと、なかなか納得できる結論に至らない気がしています。以上です。  

久保木副会長：半端じゃない人数いたら、グラウンドだって他の図書室だって使えなくなってし
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まう。総合的に先般のことを含めていい方向に持っていくのが一番ですよね。  

水野会長：私も会長の立場はありますが、はっきり申しますと、仮設の教室で担任を持ったこと

がありまして、もう尋常じゃないくらい冬は寒いし夏は暑いです。夏になると暑すぎた

のか火災報知機が鳴りました。また、特別教室を普通教室に使われてしまいますと、私

は理科担当でしたので、実験を教室で、というのは非常に困ります。水も使えませんし。

やっぱり理科は理科室が必要だという風に思いますし、音楽室を削ったら音楽をどこで

やるのか。隣の教室でわんわん歌っていたら勉強できませんよね。というところも考え

ていく必要があるのかなと思います。簡単に特別教室を普通教室に変えたらいいかとい

うと、そういうことでもないとは思います。  

清水委員：今、配られた資料を読むと、結局多目的室を改修しても教室が不足する、ということ

はこの学区再編の案自体も変えなければいけないのでは。最初に配られた資料の⑤「物

井地区入居計画（想定）」を見ると、もねの里 5 丁目・6 丁目辺りがこれからどんどん人

口が増えていくと考えられます。その辺の方たちが移るということはですね、これから

先、残ったもねの里 1 丁目・2 丁目・3 丁目、物井の父兄がどこまで参加するのか目星

が付くでしょうけれども、もねの里 5 丁目・6 丁目にこれから家ができてどれだけ増え

るのかわからない。入居する時に、距離は遠いけど学区は八木原小になりますよ、とい

うことを言っていけば教室数が足りない、ということもなくなるでは。  

水野会長：先程も申しましたが、今日はどういう風になっているのか、という説明を教育委員会

からしてもらったこと、配られたアンケートの資料等を持って帰っていただいて、前回

のデータを基にしての物であることも踏まえて読んできてください。  

次回から具体的な審議になってくると思います。今日話し合われたことも併せて行って

いただきたいと思います。また皆さんにご出席いただきたいと思います。  

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。最後に、事務局から事務連絡等お願

いいたします。 

長谷課長：私から 2 点。1 点目、学区審議会の今後の予定について。第 2 回学区審議会は平成 26

年 5 月初めを予定しております。本日出させていただきました諮問についての答申案を

皆様にご検討いただきたいと思っております。日時、詳細等につきましては後日、委員

の皆様に事務局から連絡させていただきます。また、3 回目以降、第 3 回は 7 月の初め、

第 4 回は 9 月の初めを予定しており、詳細はその都度事務局から委員の皆様に連絡しま

す。2 点目、委員の皆様の名簿については、四街道市役所の教育委員会のホームページ

に掲載させていただきますので、ご了承お願いいたします。  

髙橋教育長：審議会お疲れさまでした。一つ、委員の皆様と傍聴の皆様にお願いしたいことがあ

ります。今日お配りした資料の数値についてですが、11 月に学区の皆様への説明会を催

した時には、平成 26 年 5 月の必要教室数は 15 と示していました。今回は 14 になって

います。これは教育委員会としましては、常に最新のデータを持って推測を更新してい

ると捉えていただきたいです。データが独り歩きすると恐ろしいことになりますので、
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あくまで現時点でのデータであることをご理解いただきたい。後の方でお配りした学区

再編案の資料も同じく。あくまでも求められたことに対する案です。最終的には学区審

議会の中で検討して、学区再編する・しない、あるいはどこを見直したらいいのか、い

つ行うのかも含めて、この学区審議会の中で答申を作っていくことになります。教育委

員会としては、その答申を受けてから決めていく方針です。また、推計表の C・D も仮

に、ということでございます。結論ではないことを認識していただいて、持ち帰ってい

ただきたい。資料に関してはホームページで公開予定です。審議もガラス張りで、オー

プンにやって行きたいと思っております。しつこいようですけれど、過去にデータが一

人歩きして大変なことになったことがありますので、どうかそれだけはお願いいたしま

す。 

長谷課長：以上を持ちまして、四街道市第 1 回学区審議会を終了させていただきます。  
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