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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 

八重原小学校協議会 会議録【概要】 

 

日 時：令和３年１０月１２日（火） 午後３時００分～午後４時３０分 

場 所：八重原小学校 会議室 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。 

【委 員】 

～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。 
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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

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】  

八重原小学校と南子安小学校を基軸に考えるといいうことでしたが、その説明を詳し

くしていただきたいです。 

【事務局】  

八重原地区には小学校が４校あります。その中で校舎の配置や状態、また、本市のま

ちづくり等の様々な条件を整理して、現状では八重原小学校と南子安小学校を軸として

考えております。なお、これは見直しを検討していく段階でのイメージ的なものですの

で、２校が存続しますという話ではないことを承知いただければと思います。本日提示

した中にも八重原小学校校舎を使用しないパターンも入れてあります。 

【Ｂ委員】  

八重原小学校の保護者アンケートがあったと思いますが、他の小学校もアンケートを

したと思います。他の小学校の状況が知りたいです。 

【事務局】  

平成２９年度に君津地区の保護者を対象にアンケートを実施しております。傾向とし

ては、適正規模を満たしている学校の保護者は、学区の見直しは「必要ない」とする人

数が多かったです。逆に、適正規模を満たしていない学校の保護者は、学区の見直しが

「必要だ」とする人数が多かったです。また、適正規模を理解しているものの、「今の

学校は変えたくない」といった考えも結果として表れています。 

【Ｃ委員】  

この結果を受けて、この計画を中止するということもあり得るのですか。逆に、再編

を進めなくてはいけないということになりますか。市の考えを教えていただきたいです。 

【事務局】  

本市の学校再編については、基本計画に基づいて進んでいます。この中には切磋琢磨

できる環境としてクラス替えができる規模を目指していくことが書かれています。そこ

で、統合対象校等の具体を示した第１次実施プログラムや第２次実施プログラムを策定
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し進めて参りました。そして第３次として、八重原小学校を含めた八重原地区を主な対

象として進めていこうと考えています。基本計画の期間は１０年で令和７年度を目標年

次としておりますが、社会情勢や学校を取り巻く環境が変わってきている状況もありま

すので、第３次実施プログラムを策定するかどうかも含めて今検討しているところです。

人口が減っている状況で１０年２０年先を考えたときに、子どもの人数が極端に少なく

なっている学校が続くことだけは避けたいと思います。 

【Ｃ委員】  

先程あった適正規模というのも基準が示されています。保護者は、生活を変えたくな

いといった感情的な部分で考えてしまうので、こういうふうにすべきではないかという

数値的なものがあるとわかりやすいと思います。この状況から考えても将来的に子ども

たちが倍になることは考えづらいので、４校の中からどこかを統合しなくてはいけない

ということになると思います。人口的なシミュレーションを具体的にして示していただ

けるとよいと考えます。このままでは決まらないのではないかということから意見をさ

せていただきました。各学校共通して話していかないといけないので、今はその数字的

な根拠を出していくことが肝要だと思います。それを踏まえ市が主導になって進めてほ

しいです。統合してプラスなことがあるのなら進めていってほしいです。 

【事務局】  

本市の新しい総合計画をまさに今作成しているところで、その中でまちづくりの方向

性を検討しています。それに沿うようなかたちで、学校再編プログラムの作成を進めて

いくことになります。 

【Ｄ委員】  

はじめの計画から小中一貫教育を打ち出していますが、今後も進めていくのですか。 

【事務局】  

現状、周南小学校と周南中学校が一貫教育校として運営しています。令和６年度から

は、周西の丘小学校と周西中学校を小中一貫教育校として設置いたします。他にも特色
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ある教育としてそれぞれの学校で取り組んでいただいておりますが、今後はそれらを評

価しメリット・デメリットを整理しながら他の学校に広めていくことになります。 

【Ｄ委員】  

今後、広めていくということならば、八重原小学校と八重原中学校で小中一貫教育校

として設置すればよいです。問題は君津中学校区で、貞元小学校も君津中学校に通学し

ているので難しくなります。貞元地区は宅地開発もされ、人口が増えているので、中学

校を新設すればよいです。小中一貫教育校を広めていくのならば、そういった考えも持

っていただきたいです。もう一つは、国道１２７号を常に議題として挙げられています

が、それ以外の道路において事故が多いのが事実としてあるわけですから、議題から削

除していただきたいです。過去、死亡事故があったと言うことは聞いていますが、当時

と安全対策の状況は違います。未だに国道１２７号のことばかり議題にするということ

に、市は何を考えているのだと思います。小学校は地区のシンボルになるところですか

ら、その配慮もしていただきたいです。三直地区の開発は大きな問題ですから、八重原

小学校はその開発の方向性が決まってから進めてもよいと考えます。人口が減っている

ことへの対応だけでなく、人口が増えることも考えて進めていただきたいと思います。 

【Ａ委員】  

木更津市は東京から若い人が来るから増えてきています。君津ＩＣ周辺は土地がある

のだから団地や戸建てで増えていくはずです。ですから小学校の６年間だけで増えたか

減ったかといったことだけではないと思います。北子安小学校と外箕輪小学校は当時の

児童数増の対策でできた学校ですから、すでに役割が終わっているといった視点で考え

てもよいと思います。教育委員会とまちづくりの部署は違うので、市としての考えをま

とめてほしいです。また、小中一貫教育校の取組に、高校も含めていけばよいと思いま

す。開発などは注視していかなくてはいけませんが、児童数の減り方は恐ろしいと感じ

ます。先程のデータを示していけば、学区の見直しに猛反対する人はいないと思います。

国道１２７号についても昔と違って整備されていますので、どのような対策ができてい
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るかなど示していけばよいと思います。危険というなら大道沢公園から内箕輪運動公園

に歩道橋を作ればよいのではないでしょうか。歩道橋を設置するのにどれくらい費用が

掛かるのか分かりませんが、そういった視点でも検討すべきだと思います。 

【Ｅ委員】 

アンケートをとったのは平成２９年度ですから４年前です。子どもたちの事になるの

で、通学路は学校再編の構想が決まった後に決めるのか、それとも決める前にある程度、

安全対策を実施するのかでも保護者の安心度も違うと思います。また、子どもたちが自

分の足で歩くといったことも大切にしなくてはいけないとも考えます。歩道橋があれば

大丈夫ということになると思いますが、低学年の子どもたちがランドセル背負って歩く

ことも考えて、できるだけ子どもたちが通学しやすいような見直しが大事だと思います。

国道１２７号よりもそちらが大事です。大きい道路だから安全と言えることもあります。

国道にこだわらずに考えていった方がよいと思います。 

【Ｂ委員】  

市としてある程度の財政面が関わってくるので北子安小学校の借地料、そして分離開

校した背景も踏まえ、北子安小学校は廃止の方向性がよいと思っています。事実として

数字も出ているので、３校よりも２校での再編がよいと私は考えます。通学の安全面の

確保、スクールバスの導入も検討していただき、安心である程度納得できるプログラム

にしていただければと思います。将来的には統廃合が必ず必要になります。私立でなく

市立ですので、市が方向性を明確に提示していただいた方が協議しやすいと思います。

そちらの方が保護者もわかりやすいです。提示されたパターンはおおむね賛成です。 

【議 長】  

それではパターンが提示されていますので、そちらの協議に移らせていただきます。

はじめにＡパターンとなります。「通学路の安全」について、そして「学校と地域との

つながり」についての２点についてご意見をいただきたいと思います。 
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【Ａ委員】  

国道１２７号を気にしないということであれば、まん中に歩道橋をつくっていただけ

れば問題ないと思います。しかし国道を嫌がっている人には、受け入れられないパター

ンとなります。ですから何かしらの安全対策をしていけばと思います。今後、八重原地

区で開発があっても児童数に大きな影響はないと考えておりますので、３００人を超え

る人数は十分に受け入れられると思います。国道１２７号を平面交差するのではなく歩

道橋を設置すればと思います。 

【Ｃ委員】  

八重原小学校にとってはよいと考えます。北子安小学校はなくすパターンですか。 

【事務局】 

この八重原小学校の協議会では、八重原小学校区の子どもたちの安全対策などを協議

することが目的ですので、北子安小学校や外箕輪小学校は検討の対象ではありません。 

【Ｃ委員】   

国道１２７号を渡ることが決まれば、小学生は真面目でルールを守ることができるの

で、みんな気をつけることになります。そう考えれば問題がないと思いますが、八重原

小学校のことを考えてということになれば、ＡパターンとＢパターンを協議することに

意味があるのかと思います。 

【Ｂ委員】   

私が小学生の時は外箕輪小学校がありませんでしたので、友達はみんな八重原小学校

に通学していました。当時より国道１２７号の安全面は良くなっていると感じます。昔

よりもリスクは少なくなったと思います。 

【Ａ委員】  

小学生には横断の仕方等をきちんと教えていけばよいと考えます。 

【議 長】  

学校と地域とのつながりといった視点ではどうでしょうか。 
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【Ｃ委員】 

私たちは受け入れる側ですから問題はありません。   

【Ｄ委員】  

現実的に南子安８丁目と９丁目が来ています。ですから、南子安６丁目が入ってきて

も問題はないと考えます。しかし、北子安小学校については、自治会も分かれてきます

ので少なからず課題はあると思います。   

【Ｃ委員】  

南子安６丁目なら新しい住民が多いので、連携という点では問題がないと感じます。 

【Ａ委員】  

南子安自治会は丁目単位ですので、やはり問題はないと思います。北子安自治会には

まとまりがあります。話は変わりますが、先程の話にあった統合の根拠を明確にして、

通学路の安全確保についての具体案を示していけば保護者は納得すると思います。です

から、ある程度の具体的なパターンで協議した方がよいと考えます。 

【Ｂ委員】 

どのようなプログラムでも１００％の方が納得するものではないです。説明を工夫し

て納得してもらうかだと思います。 

【Ａ委員】  

北子安地区からは国道１２７号をどう横断するかという質問があると思いますから、

歩道橋や地下道を作ってはどうでしょうか。Ａパターンは順当ではないかと思います。 

【議 長】  

通学路の安全対策をどうするかが課題になってくるという意見を多くいただいてい

ます。それでは、Ｂパターンについてはいかがでしょうか。 

【Ｂ委員】  

外箕輪小学校が八重原小学校に戻る昔のパターンです。 
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【Ａ委員】  

距離は２ｋｍで４０分ぐらいかけて通学した記憶があります。外箕輪に新しく入居し

た方々からすると、単純に通学距離が倍以上だということになります。ですから、今の

外箕輪小学校の子どもたちは卒業するまでは外箕輪小学校に通学するなど調整案が必

要だと思います。そう考えていかないといつまでもこの問題は解決しないです。 

【Ｃ委員】  

安全面で言うと国道１２７号の安全面と距離が遠いということですが、問題はないと

思います。住民の理解が得られるかどうかを考えていかなくてはいけないです。 

【Ｂ委員】  

通学距離が２．９ｋｍくらいだと補助はあるのでしょうか。 

【事務局】 

補助対象となる基準は、片道４ｋｍ以上の子どもたちとなります。国の基準も本市の

基準も同じになっています。 

【Ａ委員】  

Ｂパターンだと、外箕輪小学校の児童はスクールバスの対象にはなるのでしょうか。 

【事務局】 

規定を踏まえると対象とはなりません。しかしながら、子どもの発達や身体的な状況、

通学路の状況なども踏まえて検討はしています。 

【Ａ委員】  

貞元地区を外箕輪小学校区に見直すという手も考えられます。 

【Ｄ委員】  

４校を２校にすることを考えるのであれば、外箕輪小学校を八重原小学校に統合する

案は賛成です。外箕輪２丁目は南子安小学校に近いとも思います。丁目なしの外箕輪は、

八重原小学校の方が近いです。Ａパターンの方が距離的によいのではないかと思います。 
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【議 長】  

地域のとのつながりという点で、課題等はありますか。 

【Ｄ委員】  

消防の区域は、法木作、外箕輪、内蓑輪で一区画なので、同じ地区と考えることがで

きると思います。 

【Ａ委員】  

元々外箕輪地区は八重原小学校であったので、統合しても地域とのつながりという点

で問題はないです。違和感はありません。逆に南子安６丁目の方がやりにくいのかもし

れません。歩道橋等の見える対策をしてはどうでしょうか。 

【議 長】 

それでは、Ｃパターンについてどうでしょうか。 

【Ａ委員】  

現実的なパターンではないと思います。新しく入ってきた方々のためにも何とかしな

くてはいけないので、安全対策もしていかなくてはいけないと思います。 

【Ｂ委員】  

どのパターンにしても安全対策がメインになってきます。 

【議 長】  

安全については、どのパターンにも具体的な対策を示していければよいということで

すが、地域とのつながりといった点ではどうでしょうか。 

【Ｃ委員】  

南子安８丁目と９丁目が北子安小学校に見直されているのは、人数の問題でしょうか。 

【事務局】 

  ご推察の通りです。それに加えて北子安小学校の方が距離的に近くなります。 

【Ｂ委員】  

北子安小学校を残すとなると借地の問題が解決できないです。 
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【Ａ委員】  

昔からの行事等でいうと、自治会の関係で外箕輪小学校にはいかないと思います。地

元行事としては、外箕輪地区では祭礼があります。通学路の話になりますが。通学路に

車が通行しない道路はないです。車は通行するものと考えて対策すればよいです。問題

は大型車が通らないような通学路が一番よいと思います。 

【Ｃ委員】   

市はこの協議会で何をしたかったのですか。 

【事務局】   

まず、通学路の安全面です。具体的に子どもたちの流れをパターン別に考えていただ

き、学区を熟知している皆様に課題を洗い出していただきたいと考えています。もう一

つは、学校と地域のつながりという点です。私たちが把握しきれない細部まで洗い出し

たいと考えています。 

【Ａ委員】  

この協議会を開催するなら、この協議会での意見を踏まえて案を出していただかない

と意味がないと思います。 

【事務局】   

当然、皆様のご意見も踏まえ総合的に判断して案を出していきます。今回は学校別で

すが、八重原地区全体をどうするか様々な条件を整理していく流れになります。現在は、

昨年度の協議会の意見を踏まえ各地区で細かい課題を吸い上げていく段階です。 

【Ａ委員】  

今後は具体的な内容が出てくるということですね。その場合はしっかりと安全対策等

を示していただきたいと思います。 

【Ｃ委員】  

国道１２７号を横断させるかどうかの協議で事足りる内容だと思いました。素案と言

われるとわかりづらい協議会でした。 
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【Ａ委員】  

北子安小学校用地は、借地ですから早く市として解決しなくてはいけないと思います。

私たちの税金ですから何とかして身軽になるべきだと思います。反対する人はいないと

思います。教育委員会とその他の部局では違うと思いますが、やらなくてはいけない内

容だと思います。ただ、北子安小学校には配慮が必要とも思います。地域のつながりと

いう点で、八重原小学校は地域で挨拶運動をしているが、外箕輪小学校に通学するとな

ると運動ができなくなるといったことも考えられます。人口が減る話ではなく、増える

ように努力していただきたいです。 

【Ｄ委員】  

教育委員会としては、小学校はあくまでも八重原、周西、貞元、周南という地区で区

切って考えているのですか。 

【事務局】  

昨年度の協議会で、周南地区と貞元地区も含めて考えようという意見もでていました

が、周南地区と貞元地区は児童が増えている地区で安定しているので、今回そこは対象

としないと考えています。 

【Ｄ委員】  

青少年健全育成協議会は中学校区でやっていますが、八重原地区の一部と貞元地区で

君津中学校区となっていますからどうするのでしょうか。貞元地区を再編する必要があ

るのではないかと思います。先程の小中一貫教育を中心に考えていくのであれば、検討

する必要があります。もう一つは、自治会は八重原地区等で分けているのですが、民生

委員は東地区等で分けています。子どものことを考えるのであれば、こちらも再編が必

要ではないかと思います。学校と地域とのつながりというのであれば、青少年健全育成

等も整備していくべきと思います。 

【議 長】  

委員の皆様、様々な角度からの意見ありがとうございました。それでは、他にご意見
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


