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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 

北子安小学校協議会 会議録【概要版】 

 

日 時：令和３年１０月１５日（金） 午後３時００分～午後４時３０分 

場 所：北子安小学校 会議室    出席者：１１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】 

この計画において１学級は何人で考えておりますか。 

【事務局】 

国の基準に合わせて考えていますので、現状４０人学級ですが、段階的に３５人学級

に移行していきます。今後の学級数を試算していますが、学級数が大幅に増えるといっ

た大きな影響はないと考えています。 

【Ｂ委員】 

再編のアンケートの結果がありましたが、どういう質問になりますか。 

【事務局】 

「クラス替えができる環境を整えるために、市では学区の見直しも考えています。お

住まいの学区を見直す必要がありますか」という質問です。 

【Ｂ委員】 

その質問であれば、北子安小学校はクラス替えができないので、多くの人が必要だと

いう回答をすると思います。「必要だが今の学校を変えたくない」という回答を必要と

いうくくりに入れるのはどうかと思います。 

【事務局】 

このアンケートは、クラス替えができる環境を整えるために学区を見直すことが必要

かどうかに対する保護者の考えを聞くものになります。それに対して必要だという考え

が多いことがわかります。もちろん必要だけど学校を変えたくないという想いもこのア

ンケートから読み取ることができます。 

【Ｃ委員】 

先程１学級３５人で小学校は１２～１８学級となっていましたが、１学年何人と考え

ているのでしょうか。また全校で何人ぐらいとなりますか。 

【事務局】 

３００人程度の学校となれば、適正規模の学校になると見込んでいます。適正規模ぎ
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りぎりの人数で統合や通学区域の見直しを実施しても、将来的に適正規模を下回ること

になることも踏まえて検討しています。 

【議 長】 

Ａパターンから協議を進めて参ります。はじめに通学面で安全対策という点について

ご意見をいただければと思います。 

【Ｂ委員】 

見直される区域から八重原小学校へ向かう通学路に歩道橋は設置されていますか。 

【事務局】 

八重原の交差点に歩道橋があります。このパターンは国道を横断することはありませ

ん。北子安６丁目の国道の東側は、現状八重原小学校に通学しています。 

【Ａ委員】 

他のパターンにもいえることですが、全体的に考えると国道１２７号を横断するとい

うことは望ましくはないと考えます。八重原地区は八重原小学校と、国道を挟んで北子

安小学校と南子安小学校、外箕輪小学校を一つとして考えることが必要かと思います。

小学生の児童数の推移を踏まえても南子安小学校と北子安小学校、外箕輪小学校の３校

でバランスをとる必要があります。全体で考えるというのであれば、先程の資料でスク

ールバスの運行がありましたが、八重原地区でも安全面も考えて検討することも必要だ

と思います。仮に遠くても安全面でカバーできるという考えです。また、直接的な危険

を回避できるということを検討の材料に加えていただければと思います。 

【Ｃ委員】 

Ａパターンについて、北子安は現状と変更ないので、これまでの安全対策を考えれば

よいです。しかし、新たに南子安の１・２・７丁目が加わるということですから、細い

道での交通事故も発生しているという説明もありましたが、保護者にとって、大きな道

は特に心配だと思います。南子安地区からは大きい道を横断しなくてはいけないので、

南子安２丁目と北子安で連携してどのように安全確保していくかが課題となります。 
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【Ａ委員】 

Ｔ字路は信号機がないので心配はあります。 

【議 長】 

現在、北子安小学校にも南子安地区からの学区外通学が数名います。通学区域を見直

すことにより、横断する人数が多くなるとその危険性が高まることも考えなくてはいけ

ません。 

【Ｄ委員】 

八街市の事故があって車止めが付くようになりました。素早い対応でしたが、事故は

細い道だと思うので、通学する方向が変わったところは対策を厚くすることが肝要だと

思います。保護者の安全指導だけでなくボランティアの人数を増やす必要があります。 

【議 長】 

大きな道路は、子どもたちにも警戒心があるし、ＰＴＡやボランティアの皆様に協力

していただいています。やはり危ないと思うところは細い道だと思います。慣れている

通学路だと子どもたちも安全面での習慣ができていますので、通学路が変更になった時

にどのように対応していくかということになります。 

【Ｃ委員】 

南子安２丁目の子どもが渡るということになれば、クリエイトのＴ字路かミニストッ

プの交差点になると思います。方向性が決まったら実際にルート設定して安全対策をし

ていくことが必要だと思います。 

【Ａ委員】 

通学路に関して言えば、信号機がある横断歩道を渡ってくださいというのが基本にな

ると思います。下校中に公園に寄りながらＴ字路の横断歩道を渡ることも想定できます。

そこは裏道になり通行する車もあると思います。 

【Ｃ委員】 

今でも信号があってもおかしくないＴ字路です。 
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【議 長】 

それでは、学校と地域のつながりという点についてどうでしょうか 

【Ａ委員】 

地区の方が交差点で立つなど、自治会が協力していけると思います。保護者にとって

自治会は関係ないと思います。地区の関わりということは悲観的な話にはならないと思

います。大人が対応していければと思います。 

【Ｂ委員】  

学区のくくりとは直接は関係なく自治会は別々に所属することになります。 

【Ｃ委員】 

南子安の自治会は丁目ごとだから自治会内で分かれることがなく大丈夫だと思いま

す。自治会活動は小学校がすべてではないので、学区が変わればそれなりに変えていく

し、しばらくしたら慣れていくものだと思います。 

【Ａ委員】 

北子安自治会の場合、祭礼ということであれば、北子安の子どもたちだけになります

が、南子安自治会の子どもたちが入ってきますので懸案は出てくると思います。 

【Ｃ委員】 

連携という面では、工夫すればよいのではないかと思います。 

【Ｂ委員】 

融通をきかせればよいのではないかと思います。 

【Ａ委員】 

大人の都合でどうなるものでもないです。子どもファーストで考えていくことである

と思います。 

【Ｃ委員】 

以前、北子安小学校がないときには、ここから八重原小学校に通学しましたが、祭礼

は各地区でやっていました。今だったら、同じ学校に通学する子ども達のことを考えて、
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南子安の子ども達も参加できるようにする等の対応をすればよいと思います。 

【Ａ委員】 

学校と地域という面となると、子どもは親がサポートするのが当たり前で、親が地域

を形成していくことになると思います。 

【Ｃ委員】 

時代の流れだから学区の線引きを変更するのは致し方がないと思います。学校、子ど

もを中心に考えていただき、そこに地域がついていくのがよいと思います。 

【Ｅ委員】 

話を戻してしまいますが、通学面について、過去の事故の位置ですが、南子安２丁目

からの横断部分が気がかりです。ミニストップの交差点でも過去２件事故があるので、

厳格に考えていただければと思います。学区が広がるので、学校が終わってから公園に

遊びに行くこともあるので、子ども同士の往来が多くなると思います。ＢパターンやＣ

パターンだと中学校ぐらいに学区が広がるので、親御さんがそこをどう対応するかにも

よります。 

【Ａ委員】 

学区が広がるので、南子安側に遊びに行くのは当然考えられることです。 

【Ｆ委員】 

クリエイトのＴ字路は横断歩道だけで、渡れない状況です。待っている子どもも多く

います。信号があれば問題ないと思います。現状、通学で渡るのは、学区外から来てい

る子どもになります。このパターンでは、ミニストップの交差点で信号があるとはいえ

人数が多くなるのも懸念です。子どもが少ない時と多い時では、状況が違うので考えな

くてはいけないと思います。 

【議 長】 

続いてＢパターンの安全対策について、ご意見ありますでしょうか。 
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【Ａ委員】 

Ａパターンと逆に通学することになりますので、ミニストップの交差点、信号のない

Ｔ字路が懸念になると思います。 

【Ｆ委員】 

そして、シャトレーゼ前の交差点が肝となると考えます。ここを横断するのか、セブ

ンイレブン前の交差点まで行って横断するかは検討しなくてはいけません。 

【Ａ委員】 

昔、南子安１丁目と３丁目のお好み焼き夢希歩前の交差点を横断して通学していまし

た。信号機がないので大変でした。国道に抜ける道でもあり、比較的見通しが良いので

それなりのスピードだと感じます。通学が逆になると別の危険性も出てきます。 

【Ａ委員】 

昔と今の交通量は違うので、横断歩道を渡ろうとしても渡れないことがあります。 

【Ｂ委員】 

Ａパターンと違い見直しの範囲が広いので、横断する児童数も多くなると思います。 

【Ｃ委員】 

協議内容と観点が少し違うかもしれませんが、木更津第二小学校は送迎のために、他

に土地を借りて送迎車用に使ってもらっています。 

【Ｄ委員】 

入り口が狭くて保護者の車が入れない状況でした。 

【Ｃ委員】 

ここまで通学区域が広がると特に低学年の親御さんは心配で、車で送迎することも考

えられます。しかし、南子安小学校にはそれだけの駐車場がないと思うので、路上駐車

が多くなり安全面で問題です。苦情も出ます。学区の見直しに際しては、このような駐

車場の確保という観点も必要です。 
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【Ｂ委員】 

保護者の送迎車は雨が降ると増える可能性もあります。 

【Ａ委員】 

駐車場は、学校行事をやるたびに毎回問題になっています。学区が広くなると送迎車

が増えるのは間違いないです。 

【議 長】 

つづいて、学校と地域のつながりという点ではいかがでしょうか。 

【Ｂ委員】 

今まで北子安小学校が中心になってやっていた行事をどうするかは検討する必要が

あります。北子安小学校でそのままでやっていくのかという思いもありますがイメージ

がわかないです。 

【Ａ委員】 

もともと昔、北子安小学校がない時代は地区のイベントとしてやっていました。その

うち北子安小学校ができて北子安自治会とだけのつながりになりました。ですから、昔

に戻るだけで、北子安自治会を分割しているわけではないと思います。交通安全として

自治会同士が協力するとかできると思います。 

【議 長】 

逆方向に通学することになりますので、北子安小学校の子どもたちへの安全確保に気

を遣うことになります。 

【Ａ委員】 

通学距離が長くなるので安全確保は必要です。昔は通学距離が長いのが普通でしたが、

北子安小学校ができた時は、ほとんどの子どもが近くなり、安全面も気にすることはな

くなりました。統合となるとエリアが広くなるということで、そういった安全面も考慮

しなくてはいけないと思います。 
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【Ａ委員】 

スクールバスが運行されたことで安全面もクリアされたという意見もありますから、

国道１２７号をまたぐ再編も考えられると思います。諸データから考えると当然統合し

ていかなくてはいけないという流れはあるのかなと思います。 

 

【Ｂ委員】 

スクールバスを運行する場合の基準はありますか。 

【事務局】 

国の基準では、小学校で通学距離４ｋｍ以上が補助対象としています。本市も同じ基

準ですので、中山間地域の統合にはスクールバスを運行しています。しかし、スクール

バスが全て安全ということではないと考えています。メリット・デメリットがあります

ので、それらを整理して通学手段として適切か検討していく必要があります。 

【議 長】 

ではＣパターンについて、通学の安全面で何かございますか。先程からありましたが、

国道１２７号を横断するという意見がありましたが。 

【Ａ委員】 

歩道橋でしか横断できないというのは厳しい状況だと思います。高学年ならば判断力

もあるからよいと思いますが、低学年は難しいと思います。やはり安全面を踏まえた対

策を、１００％はあり得ませんが、実施していくべきだと思います。危険性が高い方を

選択するのはどうかと思います。 

【Ｂ委員】 

できる限り国道をまたぐのは避けたいと思います。 

【議 長】 

それでは学校と地域のつながりという点ではどうですか。 
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【Ｂ委員】 

学校に地域が合わせていけばよいと思います。 

【Ａ委員】 

外箕輪小学校の施設も大きいし新しい人が多く人数がいない状況ですので、北子安小

学校と南子安小学校の３校での再編を進めてはどうでしょうか。国道の西側３校でバラ

ンスを考えていくのがよいと思います。南子安小学校は、ある程度飽和している状況で

あることからも検討してもよいと思います。北子安小学校は南子安小学校の受け皿とし

てできました。また、借地の関係もあり、統合する可能性も高いと感じています。しか

し、母校がなくなるのは忍びないと思います。立地的にも静かで防犯面についても優れ

ているので子どもたちにとってもよい環境です。立地的に交通もありませんので他の学

校と比べると安全な学校ではないかと思います。１学級３５人は、少人数でよい人数な

のかはわかりませんが、子どもたちを教育する上で多様性や可能性を開花させるのに人

数がいた方がよいというのもわかります。学校の先生方からは統合して良かったという

説明もありましたが、１学級１０人か３０人では一人あたりに対する教育も違うので、

デメリットもあると思います。様々な視点で検討し、短期のスパンではなくて長い目で

考えていただきたいです。学校は、防災面、避難場所にもなっています。北子安小学校

がなくなることで避難場所がなくなるとしたら課題だと思います。 

【議 長】 

他に何かありますでしょうか。 

【Ｃ委員】 

北子安小学校は借地だという説明がありました。あまり主張しなくてもよいのではな

いかと思います。 

【事務局】 

学校用地が借地であることは課題だと認識し、学校再編を考える上での検討事項の一

つとして捉えています。先程も説明にありましたが、学校の配置や状態、児童数の推移、
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本市のまちづくり等を踏まえ総合的に判断していきます。借地だから統合するというわ

けではないことをご承知おきいただければと思います。 

【Ｆ委員】 

統合となった場合、不登校の子どもたちへの配慮として、少人数の学級など、何かし

らの対策が打てるのではないかというメリットもあると良いと思います。大きな環境の

変化が子どもたちにとって試練になってくると考えています。 

【Ｃ委員】 

若い世代がどの場所に家を持とうかという時に、学校が近くにあるということはメリ

ットが大きいと思います。学校が近くにないと、他の地区、他の自治体を選んでしまう

ということもあります。市の発展という点も大切です。学校再編を考える上では、一番

が子ども、二番が親御さん、次に市の発展、そして財政という順だと思います。学校再

編は、財政というより、まず子ども第一に考えていかないと理解を得られないと思いま

す。 

【Ｂ委員】 

北子安小学校の学習環境はとても良いと感じています。他の学校と比べても素直での

びのびと育っているという感覚です。それは教育環境の影響が出ていると感じます。で

すから、もし統合するとしたら、もったいないというのが意見としてあります。借地の

問題も出ていますので、もし統合した場合、市として他の用途で使われると納得がいか

なくなります。ぜひ学校として使用してほしいと思います。 

【Ｃ委員】 

北子安小学校がなくなるとしたら元の状態に戻して返すわけですから、更地にするに

は相当お金がかかるのではないでしょうか。もっとも、学校が残ると維持費がかかりま

すが。 

【Ｅ委員】 

北子安小学校出身ですが、同級生とは北子安小学校の話をよくします。今思えば、環
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境がすばらしかったと感じています。なかなかこのような学校はないと思います。 

【Ｄ委員】 

４つの学校それぞれ良いところもあります。しかし、児童数の推移だけをみるとやむ

を得ないとも思っています。子どもは適応力があるので、統合すれば新しい環境にすぐ

慣れることになります。ですから、一番に考えなくてはいけないことは、やはり通学の

安全面だと思います。 

【議 長】 

委員の皆様から貴重なお話を聞くことができました。ありがとうございました。それ

では、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


