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第３回八重原地区通学区域の見直しに関する学校関係者協議会 

外箕輪小学校協議会 会議録【概要版】 

 

日 時：令和３年１０月１１日（月） 午後３時００分～午後４時３０分 

場 所：外箕輪小学校 校長室    出席者：１０名 

 

【進 行】 

只今より、第３回八重原地区通学区域の見直しに関する学校関係者協議会を開会いた

します。開会にあたり、学校再編推進課長よりご挨拶申し上げます。 

【学校再編推進課長】 

 ～あいさつ～ 

【進 行】 

八重原地区学校関係者協議会として、皆様にお集まりいただきました。今年度、初め

の会議でございますので、自己紹介をいたします。 

～自己紹介～ 

【進 行】 

続いて、本協議会の趣旨について、ご説明いたします。本市では、「子どもたちにと

ってよりよい教育環境」となるよう、学校の適正規模・適正配置を目指し、学校再編に

取り組んでおります。 

八重原地区につきましては、八重原小学校、北子安小学校、外箕輪小学校が、適正規

模を満たしていない状況であり、第３次実施プログラムの対象としております。また、

八重原地区は、これまで分離開校を繰り返してきた地区であり、各学校の立地上、単な

る統合だけでなく、既存学区の抜本的な見直しも考えられることから、八重原地区全体

を再編の対象としているところでございます。 

そこで、昨年度、八重原地区の小中学校６校を対象に、各学校の校長先生、保護者代
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表、地域代表の３名の合計１８名で、２回の協議会を開催し、幅広くご意見をいただい

てきました。   

今年度の協議会では、昨年度の意見を踏まえ、全体での協議ではなく、学校単位での

開催とし、地域の通学区域の状況を熟知されている保護者代表や地域代表の方、それぞ

れ３名の方に委員としてお集まりいただき、より具体的に課題を整理するための会とし

たいと考えております。委員の皆様には、通学における登下校の安全面や、地域と学校

とのつながりなど、様々な視点からのご意見をいただければと考えておりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

なお、当初この協議会を今年度も２回ほど予定しておりましたが、今日のこの協議会

で、様々な課題に対してある程度の整理がされましたら、本日だけとさせていただきた

いと考えております。よろしくお願いいたします。 

以上で、説明を終わります。 

【進 行】 

では、この後の議事進行は会長にお願いしたいと思います。お願いします。 

【議 長】 

それでは、本日の議題に移ります。八重原地区の学校再編について事務局の説明を求

めます。 

【事務局】 

  ～説明～ 

【議 長】 

事前に送付された「協議の柱」の資料にもありましたが、提示されている各パターン

は、あくまでも例として捉えてください。また、どのパターンが第３次実施プログラム

として最良かという協議ではないことをご承知おきいただければと思います。それでは、

事務局の説明について、何か質問やご意見はございますか。 
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【Ａ委員】  

４パターンの説明がありました。八重原地区の小学校は４校ありますが、北子安小学

校について触れていないのは理由がありますか。 

【事務局】 

外箕輪小学校区をどうするかが協議内容ですので、北子安小学校については協議の対

象ではありません。 

【Ａ委員】  

学校再編は八重原地区全体を対象としており、用地が借地である北子安小学校のこと

について協議しないのは理解できません。 

【事務局】 

北子安小学校について触れていないのは、この協議会の目的が外箕輪小学校区の子ど

もたちにとって、どうしたらよりよい教育環境を整えられるのかということだからです。

この地図では、北子安小学校は離れているので見えませんが、決して北子安小学校のこ

とについて協議しないということでも、統合しないことを確約することでも全くありま

せん。同じように北子安小学校において、通学の安全面や学校と地域のつながりといっ

たことを協議する予定です。 

【Ａ委員】  

八重原地区の再編について協議するのに、全体が見えてこないのはおかしいと思いま

す。外箕輪小学校区のことで、通学路の安全と地域とのつながりが協議内容であること

は理解できますが、この地図の中に北子安小学校が入ってこないのは理解できません。 

【Ｂ委員】 

北子安小学校が統合することは決まっているのですか。 

【事務局】 

第３次実施プログラムの案は、これから決めていくことになります。外箕輪小学校と

同様に検討事項として上がっていますが決まっていません。 
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【Ｃ委員】 

今回の協議は、どのパターンを決めるということではなくて、通学の安全や地域との

つながりについて意見を出していくということですか。 

【事務局】 

おっしゃるとおりです。例えば、お示ししたパターンでいうと国道１２７号を横断す

ることや他の自治会との兼ね合いなどのメリットやデメリットを出していただければ

と考えています。 

【Ｄ委員】  

私の子どもたちのことになりますが、引っ越してきたときは八重原小学校、しばらく

して外箕輪小学校になりました。当時、八重原小学校まで歩いていましたが、子どもで

すとジョイフル本田の交差点を安全に留意して横断すれば問題がないと思います。しか

し、子どもが通学する道路をかなり限定しなくては、安全が確保できないのではないか

と考えています。そういった配慮が必要だと思います。特に小学校の低学年は、八重原

小学校までの通学距離は結構厳しいという客観的な事実としてあると思います。ですか

ら、外箕輪小学校ができたときは喜びました。また、外箕輪小学校ができるという前提

で引っ越してきた方も多いと思います。そういう意味で外箕輪という地区が形成されて

きたという事実も踏まえて検討いただければと思います。外箕輪小学校がなくなるとい

うことになると地域の価値の毀損という点で大きいことだと考えます。学校は地区の中

心です。聞いた話だとこの小学校のために地主は土地を差し出したということですので、

外箕輪小学校は郷土愛に基づいてできています。それが、子どもたちが少なくなったか

らといって統合することは考えられません。教育はそのようなものではないと思います。

教育は人数で決まるものではありません。教育委員会の方々に申し上げたいのは、この

再編が財政的な問題でということであれば抵抗を感じます。 

【Ｂ委員】  

八重原小学校と外箕輪小学校に関わってきました。その当時、外箕輪と法木作の土地
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改良の事務所の話ですが、外箕輪で地権者が４００名程度いました。おらが学校をつく

るといった想いがあり、地権者が減歩してできた学校です。八重原小学校に通学する道

程において、国道１２７号で２名の子どもが交通事故で亡くなっています。その中で小

堀商店前の交差点において児童が大型貨物自動車に引かれていますので、外箕輪小学校

ができる前には、国道１２７号東側の外箕輪の子どもたちが安全に通学できるように歩

道橋を設置してほしいと市役所に陳情に行きました。ですから、八重原小学校の児童が

増えてきたから外箕輪小学校ができたというわけではありません。地元の意見を受けて

いただき多目的ホールもできていますので、そういう意思があるといった視点から検討

をお願いします。 

【Ｃ委員】  

それぞれのパターンについてのプラス面、マイナス面について意見を言わせていただ

きます。Ａパターンについては、マイナス面として、南子安地区の車が多い中を通学さ

せることになること、また、国道１２７号の横断もあるという危険性です。プラス面と

して、これは全てのパターンに言えることですが、北子安小学校をなくすことで、借地

料が節約できるという点です。 

【Ａ委員】  

Ａパターンは北子安小学校をなくすパターンですか。 

【事務局】 

北子安小学校については、このパターンではふれていません。 

【Ｃ委員】  

Ｂパターンについては、子どもたちの通学を考えれば一番安全が確保できます。杢師

地区から外箕輪小学校に通学するのに川沿いを歩きますので、大通りを歩かなくてよく

なります。Ｃパターンに関しては、どうしても国道１２７号を横断してしまいます。現

状でも何人か歩いていますが。 
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【Ｅ委員】 

私が通学していたときよりも児童数が減ってきています。ですから集団登校もできて

いない状況でもあります。昔はジョイフル本田の間を抜けて通学していましたが、今で

はジャパンミートもできていますので、親としては通学させるのは心配です。 

【Ｃ委員】  

最後のＤパターンについては、周南小学校に通学するとなれば、国道１２７号にガー

ドレールがないことから通学路としてはあり得ません。また、南子安小学校に子どもを

集中させるとなると、通学時の危険が増すことになります。 

【Ｅ委員】  

急に周南小学校がでてきたのはなぜですか。 

【事務局】 

八重原地区を主な対象としており、その再編だけで解決ができればよいと考えており

ますが、今回は一つのパターンとして提示させていただきました。 

【Ｄ委員】  

周南の国道１２７号は危険です。 

【Ｃ委員】  

国道１２７号は全体的に危険ですが、北子安アップル前交差点も歩道橋が必要になり

ます。また、学校が少なくなると登下校の時間が長くなります。その子どもたちの安全

をどのように確保するかが肝要です。ガードレールや歩道、地域のボランティアは必要

不可欠ですが、やはり一番安心できるのはスクールバスです。物的対策というのも必要

になってくると考えています。 

【議 長】 

君津市でも第１次実施プログラムの対象校ではそういった対策をしています。 

【事務局】 

中山間地域は徒歩で通学できる距離ではありませんから、スクールバスを出していま
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す。また、学校再編基本計画で示されている通学距離の基準である小学生４ｋｍ以内、

中学校６ｋｍ以内を超える通学距離の児童生徒には、通学の安全を踏まえ通学バスの対

象としています。また、国にも補助金の対象としても同じ基準が示されています。 

【Ｃ委員】  

子どもは、通学路だと決めてもその道を歩かないこともあります。だからスクールバ

スが一番安全だと考えています。 

【Ｄ委員】  

私が来た３０数年前に子どもたちは八重原小学校に通っていました。一緒に八重原小

学校まで歩きましたが、道を指示してあげないといけませんでした。道程が長いので、

体力の面では良いと思います。また、今は歩道橋が整備してあり安全を確保しています。

徐々に良くなっているのは事実でありますが、危険性が皆無かというとそうではないと

考えます。小学生がいるご家庭は、心配の種になります。 

【Ｃ委員】  

質問ですが、市としてこの学校再編はいつまでにやらなくてはいけないのですか。 

【事務局】 

学校再編基本計画が制定されており、令和７年度までの１０年間を目標年次として小

中学校の適正規模を目指していきます。１０年間と長いスパンでは状況も変わってきま

すので、この協議会のように皆様から意見を頂戴しながら進めていくことになります。 

【Ｄ委員】  

資料を見させていただきましたが、一番新しい外箕輪小学校を使用しない手はないわ

けで、ＡパターンとＢパターンは検討に値しますが、Ｃパターンは八重原小学校に戻す

ということですから、子どもたちを危険にさらすということになります。これはあり得

ないことになります。Ｄパターンも地域を２つに分けるということでありますから、問

題と考えています。 
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【Ａ委員】  

先程も言いましたが、八重原地区をどうにかしたいということですから、ここに周南

のパターンが出てきているのはおかしいと感じます。北子安小学校については検討しな

いで、周南小学校が出てくるのはおかしな話です。 

【Ｅ委員】  

貞元小学校の児童数が増え仮設校舎も設置されている状況です。郡地区からは７時前

に家を出ていると聞いています。八重原地区の学校再編という小さな視野にとらわれず

に君津市全体で考えていけばよいと考えます。 

【議 長】 

周南地区も対象とすると橋を架けるということになりますか。 

【事務局】  

これまでも周南や貞元地区を含めた再編も考えておりましたが、子どもの数等の諸条

件を整理していくと両地区は再編しない方がよいと現状では判断しています。再編する

ことで、逆に周南小学校や貞元小学校の児童数が減り適正規模にならないことも想定し

ています。君津市全体の再編を考えた上で、八重原地区を主な対象と考えております。 

【Ｂ委員】  

常代の子どもたちがこちらに来られるように橋を架けてはどうでしょうか。人と自転

車が通れるようにするだけでよいと思います。やはり八重原地区だけの問題ではないと

考えます。 

【Ｃ委員】  

橋があれば、距離も短く安全に通学できるということで、市に申し入れています。 

【Ｂ委員】  

以前、鉄塔沿いの道路が一方通行になっているから、そこに橋を渡すのは、車がスピ

ードを出してくると反対されました。しかし、人だけが渡れる橋にすれば、そのような

問題はないです。学校を中心に考えて、真っ直ぐに橋を渡すというのはどうでしょうか。 
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【事務局】 

貴重なご意見として承ります。 

【Ｄ委員】  

八重原小学校は１００年過ぎています。歴史的には八重原村の時にありました。 

【Ｂ委員】  

昔の学区を考えれば、この距離は近いです。 

【Ｅ委員】  

自分が通っていた時は２学級あり、クラス替えもできました。今の子どもたちを見て

いると、何かあった時に逃げ場がなくてかわいそうだと感じています。難しいと思いま

すが、学区を再編していただけたらと思います。ただ一番は子どもの安全を考えていた

だければと思います。 

【Ｂ委員】  

以前、地区説明会の中で外箕輪小学校区に特認校制度を設けるという話がありました

が、状況はどうですか。 

【事務局】 

そういったパターンも検討しています。 

【Ａ委員】  

根本的なことを伺います。適正規模はどこで決めたのですか。国ですか、県ですか。 

【議 長】 

法律や規則に定められております。 

【事務局】 

本市では、それらを参考にクラス替えができる規模として、基本計画に示しています。 

【Ｅ委員】  

質問ですが、外箕輪小学校を２つに分けるという再編の場合、中学校も別々の学校に

再編するということになりますか。 
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【事務局】 

１小２中も皆様からのご意見をいただきながら検討しています。 

【Ｂ委員】  

その話ですが、子どもたちの意見を反映すべきと考えます。仲の良い友達と離ればな

れになってしまうことも考えなくてはいけないです。 

【事務局】 

昨年度の協議会でも意見をいただいております。子どもたちの意見を聞きながら決め

ていくことも大切にしていきたいです。 

【Ｃ委員】  

再編計画は、期限がないということですが、市の財政から考えると、４校維持してい

くのはどうですか。 

【事務局】  

４校維持と決まったら、責任を持って施設を維持していくことになります。学校再編

は、お金のためにやっていることではなく、子どもたちのために取り組んでいます。 

【Ｃ委員】 

統合は、子どもが少なくなって教育が偏ってしまう、また社会性等が身に付けられな

くなってしまうということでやるのだと思いますが、当然お金も考えていくことだと思

います。これだけ少ない人数にこれだけのお金をかけるのはどうかという問題もでてく

ると思います。お金が云々ではないが、市としては計算しているはずです。子どもが多

いから良い面、少ないから良い面があります。少ない子どもの方が教育には良いと考え

ています。逆に、財政面から４校維持していくのは厳しいという考えもあります。そう

いう面を含めて、時期的な方向性があれば教えていただきたいです。 

【Ｂ委員】  

先ほどの説明の中で、外箕輪小学校の施設維持費がかかるという説明がありました。 
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【事務局】 

  時期的なことも含めて現在検討しております。 

【Ａ委員】  

統合した学校のアンケートでは、統合して良いという話が多いということですが、良

くなかったという意見はなかったのでしょうか。 

【事務局】 

環境の変化についていけなくて戸惑ったといった意見もありました。そういった児童

生徒には丁寧に対応しています。また、人間関係に苦労した意見もありましたが、統合

して人数が多くなったことで出てきたと考えられます。課題であると同時に社会性を醸

成させる環境ができたとも考えております。 

【Ｃ委員】  

少数な方々をどう私たちがフォローしていくかということが大事です。多かったから

良いというわけではないと思います。 

【議 長】  

感情的な話ではなく、外箕輪小学校を残すために様々な角度からの意見、また子ども

たちファーストでの意見をいただいております。全て子どもたちのためであったと思い

ます。 

【Ｅ委員】  

もし外箕輪地区から八重原小学校に通学するということになっても人数は増えない

ということは承知してほしいです。 

【Ｂ委員】  

八重原小学校に戻してほしくないです。過去の例から考えて無理だと思います。 

【Ｄ委員】  

八重原地区に小中学校があるのは、新日鐵の団地ができ、八幡から転勤者が増えたか

らという経緯があります。今は、国道１２７号の西側に住宅地ができてきて、そこから
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外側に広がっていきました。そういう意味では、八重原小学校も八重原中学校も過去か

らの歴史を受け継いだ場所だと思います。そこに外箕輪小学校の子どもたちを行かせた

くはないという想いです。 

【Ａ委員】  

国道１２７号を横断して通学が難しいというのはわかります。外箕輪地区は７０才前

後の人間が大勢住んでいます。児童が登下校する時に、道路に立って安全を確かめたい

という方々が多くいます。その方たちに安全確保をお願いしてもよいと考えます。 

【Ｂ委員】  

市で防犯パトロール隊を募集していたので、準備して発足することになりました。ボ

ランティアで、外箕輪自治会が外箕輪小学校の子どもたちの下校時に見守り隊として活

動していくことになっています。 

【議 長】 

他にご意見ありますでしょうか。ないようですので、議長の任を解かさせていただ

きます。事務局は、すべての意見をとりまとめていただければと思います。宜しくお

願いいたします。 

【進 行】 

以上をもちまして、八重原地区通学区域の見直しに関する学校関係者協議会を閉会い

たします。長時間にわたり、ありがとうございました。今後も、よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

 

 

 

 


