
事務局説明の概要になります。

※当日は、パワーポイントを使用して、
説明しています。
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＜次第＞
本日は、この流れで説明いたします。はじ

めに再編の理念を説明させていただき、八重
原地区の現状と課題、それを踏まえた適正規
模・適正配置の考え方、昨年度の協議会につ
いて、最後に、今年度の協議会について説明
いたします。
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はじめに、「これまでの学校再編とその理
念」について説明いたします。
＜学校再編の理念＞
こちらは本市の児童生徒数と学校数の推移

です。棒グラフは児童生徒数を折れ線グラフ
は学校数を表しています。児童生徒数は、
ピーク時の半数以下となり、学校の小規模化
が進行しています。そこで、平成２７年度に
策定された学校再編基本計画に基づき学校の
再編を進め、２８校あった小中学校が、令和
４年度には１９校になります。そして現在も
再編を進めているところです。
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＜学校再編のコンセプト＞
その学校再編のコンセプトですが、「活力

ある魅力的な学校づくり」「学校の適正規
模・適正配置」「時代に合った新しいタイプ
の学校づくり」を推進し、「子どもたちに
とってよりよい教育環境」を目指し、学校の
活性化を推進することを目指しています。
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＜適正規模の考え方＞
本市の適正規模の基準ですが、小学校は

１２学級から１８学級、中学校は６学級から
１８学級としています。多様な考えに触れ、
切磋琢磨できる環境とするためにクラス替え
ができる学校規模としています。
子どもたちの社会性を養い、個性や能力を

伸ばすことを目指します。
また、教職員が増えることで、組織的な対

応ができることや、教職員の指導力向上にも
つながると考えています。

5



＜統合アンケートの概要①＞
これまでに統合した周東中、上総小櫃中、

清和小のアンケート調査では、友人関係や学
校行事などについての質問で「統合に期待し
ていた内容が実現した」という回答が多くあ
りました。
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＜統合アンケートの概要②＞
児童生徒からは「授業が楽しくなった」

「多くの意見が出るようになった」「行事が
充実した」「友人関係が広がった」といった
声が挙がっています。
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＜統合アンケートの概要③＞
また、教職員からは「固定化された人間関

係が解消された」「職員が増えたことで、連
携、連動した指導ができるようになった」な
ど、「統合してよかった」という意見が大半
を占めています。
これらのことからも学校再編の目的が達成

されていると考えています。
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＜学校再編のスケジュールイメージ＞
学校再編のスケジュールイメージです。
令和３年度をもって第１次実施プログラム

が完結、第２次実施プログラムとして、令和
４度に大和田小と坂田小が統合し周西の丘小
が開校します。同時に特色ある学校づくりに
も取り組んでいます。そして、第３次実施プ
ログラムでは、八重原地区を主な対象として、
現在も検討を進めているところです。
以上で「学校再編の理念」について説明い

たしました。
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第３次実施プログラムの主な対象である
「八重原地区の現状と課題」について、説明
いたします。
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＜八重原地区の学級数・児童数＞
令和３年度の八重原地区の小学校における

学級数と児童数です。
八重原小、北子安小、外箕輪小が適正規模

を満たしていない状況です。
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＜八重原小学校児童数の推計＞
八重原小の児童数の推移です。
八重原小はピークを過ぎてから児童数が下

げ止まらず、平成２８年度からは小規模校に
なっています。
令和９年度には、児童数が２００人を割る

見込みです。
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＜八重原地区全児童数の推計＞
こちらは、八重原地区全児童数の今後の推

計です。
今後６年間で約１１％も減少する見込みで

児童数が下げ止まらない状況です。
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＜八重原地区小学校の配置＞
八重原地区の小学校配置図です。色分けは

通学区域となります。円は半径約１ｋｍで、
ほとんどの住宅地を網羅しております。
分離開校を繰り返した地区であることか

ら、宅地の端に位置している学校があること
がわかります。
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＜学校施設の概要＞
学校施設の状況です。
八重原小は、一部大規模改造工事を実施、

プールも改築しています。
南子安小は、プレハブの仮設校舎があり、

施設規模に対して児童数が多い状況です。
北子安小は全面借地で、プレハブ校舎もあ

ります。
外箕輪小は築２７年と比較的新しい校舎で

すが、施設規模が南子安小よりも大きいこと
から、今後、維持していくには多額な費用が
かかることが想定されます。
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＜八重原地区の道路状況と安全面＞
道路の状況と安全面について確認します。
道路の状況としては、黒い線が主要道路で

あり、通学区域に関係なく走っていることが
わかります。
安全面については、赤丸が２０１７・１８

年度、黄色丸が２０１９・２０年度の子ども
による事故の箇所です。主要な道路での事故
が多いわけでなく、運転手や歩行者にとって
死角がある場所で事故が起きていることがわ
かります。
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＜八重原地区の開発状況＞
八重原地区の開発状況については、ロア八

重原の奥地で、３６棟分の開発があります。
また、文化ホールから周南に抜ける八重原

周南線の工事が着々と進んでおります。君津
ＩＣ周辺の宅地開発が進むかどうかは確認で
きませんが、八重原小・外箕輪小への影響は
少なからずあると考えています。
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＜八重原地区の課題＞
これらの現状から、八重原地区の課題につ

いては、
①学校が小規模化していること
②少子化が進行していること
③南子安小は施設規模に対して児童が多い
こと

④北子安小用地全面が借地であること
が挙げられます。

以上で、「八重原地区の現状と課題」につ
いて説明いたしました。
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これらの課題を解決するための「適正規
模・適正配置」についての考え方について確
認します。
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＜再編の検討＞
適正規模・適正配置を目指すには、児童生

徒数の推移や学校施設の状態や立地、通学路
の状況等、学校に関わる様々な条件を整理し
ていきます。また、児童増につながる総合計
画など、本市のまちづくりの方向性を反映さ
せる必要があります。
これらを分析・検証し、総合的に判断して

学校間の統合や通学区域の見直しを検討し、
最良の案となるよう進めていきます。
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その検討内容の概要について説明します。
＜八重原地区の児童数と学校数＞
このグラフは、八重原地区の児童数と学校

数の推移です。最大2,500人近くいた児童を、
これまで八重原小、南子安小、北子安小、外
箕輪小の４校体制で受け入れてきました。
現在の児童数はその半分以下の1,000人程

度となりましたが、学校数は４校のままで、
施設過多の状態となっています。
また、今後も児童数は減少していくことが

見込まれることからも、現状４校ある小学校
の見直しを検討しております。
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＜再編の方向性（４校に再編の場合）＞
では、どのように再編していくか、令和７

年度の児童数で考えます。
八重原地区全体の児童数が、９９１人とな

ることから、通学区域の見直しを実施し、既
存の４校に児童をバランス良く分散させると、
１校あたり２４８人となり、適正規模にはな
らないと想定されます。
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＜再編の方向性（３校に再編の場合）＞
３校に再編すると、１校あたり３３１人で、

概ね１２学級となり適正規模を満たすことに
なると考えています。
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＜再編の方向性（２校に再編の場合）＞
２校に再編すると、１校あたり４９６人で、

概ね１８学級規模となり、将来的にも安定し
て適正規模を維持することができると考えて
います。
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＜八重原地区小学校の再編の方向性＞
このことから、八重原地区については、統

合と通学区域の見直しを実施し、既存の小学
校４校を、２校または３校に再編することが
必要であると考えています。
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＜八重原地区小学校の再編（補足）＞
なお、八重原地区の学校再編は、宅地開発

や道路の状況、施設規模や配置等を踏まえ、
八重原小と南子安小を軸に進めていくことを
考えています。

26



＜市民からの意見①＞
君津地区の学校再編については、これまで

に保護者アンケートの実施や地区説明会など
において、多くのご意見を頂戴しながら進め
ておりますので、一部を紹介いたします。
・固定費削減は責務かつ急務だ
・まちづくりの問題として進めるべきだ
・スピーディーに改革すべきだ
・子どもが減ってからではなく、早い段階
で統合を

・分離した学校は、役目を果たし終えた。
といった再編を進めていくべきだという意見
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＜市民からの意見②＞
逆に、
・小規模の大切さを考えるべきだ。
・環境が変わるのは大変だ。
・適正規模だけの再編は意味がない。
といった意見もいただいております。
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＜八重原小学校区保護者アンケート結果（一部）＞
八重原小の保護者に実施したアンケート調

査において、「クラス替えができる環境を整
えるために学区を見直す必要があると思いま
すか」という問いに対して、青が「必要」、
赤が「必要ない」と考えている割合です。
「必要」と考えている保護者が多い状況で

す。

以上で「適正規模・適正配置」について説
明いたしました。
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続いて、「昨年度の協議会」についての概
要を説明いたします。
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＜第１回・２回八重原地区協議会意見概要＞
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、合計１８名で令和２年度に２回の協議会
を開催し、幅広くご意見をいただいておりま
す。

※詳しくは、別紙資料を参照ください。
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＜八重原地区協議会での主な意見①＞
その中で、国道127号を横断することや自

治会が分かれてしまうことについて、多くの
意見がありました。
国道127号の横断については、人的・物的

など様々な安全対策が必要だという意見や国
道だけでなく他の通学路の交通安全確保も大
切だという意見をいただいています。
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＜八重原地区協議会での主な意見②＞
自治会が分かれてしまうことについては、

自治会にも規模の大小があり仕方がないとい
う意見や学校と新しい関係を構築、また見直
すきっかけにしてはどうかといった前向きな
意見をいただいております。

以上で、「昨年度の協議会」の概要につい
て説明いたしました。

33



最後に、「今年度の協議会」について説明
いたします。
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＜第３回協議会の目的・内容＞
協議会の目的ですが、今年度は全体での協

議ではなく、学校単位とし、通学の安全と地
域との関わりについて、より詳しく課題を整
理するために開催いたしました。外箕輪小学
校区の子どもたちが、互いに切磋琢磨し、多
様な考えに触れる教育環境を整えるためにど
うしたらよいかを考え、それぞれご意見を頂
戴したいと思います。
「通学における登下校の安全面」や「学校

と地域とのつながり」といった視点で協議い
ただければと考えています。
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＜Ａパターン＞
はじめに、Ａパターンです。
南子安小学区の南子安６丁目・７丁目と、

北子安小学区の北子安５丁目・６丁目、国道
東側の北子安を八重原小学区へ見直しており
ます。
児童は、八重原小学校に通学します。
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＜Ｂパターン＞
Ｂパターンです。
外箕輪小学区のすべてを八重原小学校区へ

見直しております。また、北子安小学校区の
国道127号より東側の区域を八重原小学校区
へ見直しております。
児童は、八重原小学校に通学します。
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＜Ｃパターン＞
最後にＣパターンです。
南子安８丁目・９丁目と南子安を北子安小

学区へ、八重原、三直、内蓑輪、内箕輪１丁
目、法木作、法木作１丁目を外箕輪小学区へ
見直しております。
児童は、それぞれ北子安小学校と外箕輪小

学校に通学します。
以上３パターンを提示させていただきま

した。八重原小学区の子どもたちにとって、
よりよい教育環境を整備していく上での課題
を整理していきたいと思います。
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