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平成２７年 第１回君津市学校再編有識者会議録（概要） 

 

日 時：平成２７年８月２６日 午後３時００分から午後４時４０分 

場 所：君津市生涯学習交流センター ２階 ２０１会議室 

 

【進 行】    

ただいまから、第１回君津市学校再編有識者会議を開催致します。 

委嘱状の交付につきましては、予め皆様の机の上の封筒の中にお配りして、 

ありますので、委嘱状交付式を省略させていただきます。 

なお、本日は、委員の皆様全員のご出席をいただいております。 

始めに山口教育長からご挨拶を申し上げます。 

【山口教育長】 

山口教育長 挨拶 

【進 行】 

それでは続きまして、委員の方々から自己紹介をお願いしたいと思います。 

【委 員】 

  委員 自己紹介 

【進 行】   

つぎに、本日、出席しております教育委員会事務局の職員をご紹介します。 

  事務局 自己紹介 

【進 行】   

それでは、次第に則りましてこれから会議を進めさせていただきます。 

議題（１）座長及び副座長の選出につきましては、事務局にて進行を進めさせて

いただきます。  
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本会議の座長及び副座長の互選の方法は、いかがいたしましょうか。 

【Ａ委員】 

事務局の原案とかあれば、提案していただきたいと思います。 

【進 行】 

今、Ａ委員の方から事務局の案ということがございましたが、他にございます

か。 

【委 員】 

なし 

【進 行】 

それでは事務局に一任ということですが、事務局から案がございましたら、お

願いします。 

【荒井次長】 

座長及び副座長の案としましては、まず座長に学識経験豊富な原 実義 委員

を推薦いたします。また、副座長には、今年度、本市自治会連絡協議会の会長で

あります鴇田 邦朗 委員を推薦いたします。 

【進 行】 

ただいま、事務局の方から座長及び副座長の選出につきまして、案がございま

した。委員の皆様いかがでしょうか。 

【委 員】 

（拍 手） 

【進 行】 

それでは、ただ今の拍手をもちまして、ご承認いただいたと決定させていただ

きます。それでは、座長に選任されました原 実義 委員から就任のご挨拶をい

ただきたいと思います。 
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【原委員】 

原委員 挨拶 

（拍 手） 

【座 長（原委員）】 

それでは、議事に入ります。 

議題（２）市勢と小中学校の現状について事務局の説明をお願いいたします。 

【荒井次長】 

では初めに、お手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。（略） 

それでは議題（２）につきまして、ご説明申し上げます。 

【荒井次長】 

＜資料基づき、君津市の位置・面積・人口、君津市の沿革、近隣４市の市勢、

君津市の階層別将来人口の推移、君津市小中学校配置状況、市内小・中学校の

児童生徒数及び学校数の推移について説明＞ 

【座 長】 

  質問やご意見がございましたら、お願いします。 

【委 員】 

なし 

【座 長】 

質問などもないようですので、続いて議題（３）第二次きみつ教育 創・奏５か

年プラン等について、事務局から説明をお願いします。 

【宮崎副参事】 

＜資料に基づき、君津市総合計画、第二次きみつ教育 創・奏５か年プラン 

との関係について説明＞ 

【座 長】 

質問やご意見等ございませんでしょうか。 
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【委 員】 

なし 

【座 長】 

  それでは、次の議題に入りたいと思います。議題（４）君津市学校再編基本方

針（素案）について事務局から説明をお願いいたします。 

【山口教育長】 

＜資料に基づき、君津市学校再編基本方針（素案）の内容を、学校再編スケジ

ュール、児童生徒数・学校数の推移、亀山中学校の児童生徒数の推移、中学校

の部活動数、君津市における適正規模の基準、適正配置のあり方、学校の活性

化メニューなどについて説明＞ 

【座 長】   

事務局からの説明に対しまして、委員の皆様方から、ご意見、また質問等など

ありましたら、発言をお願いしたいと思います。 

【Ａ委員】 

地域でも、近所に子供たちがいなくて寂しい、もっと大きな学校で切磋琢磨す

るような場面を、家の子にも与えたいということをよく聞く。小さい学校には小

さい学校のいい面もあるけれども、やはり様々な問題を自力で解決していく力を

つけるには、ある規模以上の学校に通わせたいという声が多くある。 

また、教育長から丁寧な説明という言葉があったが、地域住民に対する丁寧な

説明というのが１番これから大事で、このように進めていこうというこの市の姿

勢は、大事だと考えている。 

【座 長】 

逆に親御さんの立場からいかがですか 

【Ｂ委員】 
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部活動の説明で、誰もがレギュラーで、誰もが市の大会に出て、あっさり負け

てでは、学校の中で競争がないと子供にとっての教育にとっては良くないと思う。

やはり中学生は２００名くらいが適当である、上総地区で言うと亀山、久留里、

小櫃、松丘の４校を統合したほうがいいというわけではないが、子どもの数が多

い方がベストだと思う。また、小櫃・上総地区は久留里線が通っているので、交

通の面においても、そのほうがいいんではないかと希望も含めて思う。 

【座 長】 

親御さんの立場から、もうおひと方。 

【Ｃ委員】 

貞元地区は子どもの数が増えている数少ない地域であるが、学校までの距離が

遠く登校時間というものが長くかかっている。これは，うちだけが遠いわけでは

なくて、学校のほとんどの児童が遠い。集団登校で６時４０分待ち合わせとか、

６時５０分待ち合わせという形で登校している。そのうえ陸上大会等があると下

校時間が遅くなりますので、家に帰ってくるのが１７時過ぎてしまうことがある。

冬になってくると暗くなってしまうので、集団下校ができたとしてもちょっと危

ないと感じている。通学距離という観点からも考えて欲しい。 

【座 長】  

実際に教育の現場にいらっしゃる方から、何かありますか。 

【Ｄ委員】 

中学校は、人数を増やしてほしいという意見を聞くが、小学校は子供の年齢のこ

ともあり、できるだけ残してほしいという意見も聞く。進めるにあたっては現場の

意見も丁寧に聞いてもらいたいというのが、ひとつ要望である。あと、周西南中は

周西小と一小一中だが、貞元小のほうが実は周西中学校のほう近い。学区を柔軟に

見直すことで、特に市街地なんかは対応できると思う。 
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また、統合を行った場合、地域交通とか実際スクールバスなんかも必要だと思う。

コミュニティバスが今あるが、逆に街づくりを見直すチャンスでもあると思う。 

【座 長】 

それでは学校経営の立場から校長会のご意見をお伺いしたいと思います。 

【Ｅ委員】 

今まで自分たちが作り上げてきた学校と文化の名前が消えてしまうのが心配で

地域の方もその点を気にしていると思う。あと、教育的な内容も検討するのであ

るならば、もう少し現場の専門的な知識を持つ教員を入れて欲しい。また昨年度、

下校時の久留里線がなくなったことで１時間２０分かけて帰るがいる。子供の安

全をいかに守れるかということを基本に考えていかなければならない。また防災

拠点として、今度は子供の命だけではなくて、地域の命を守る場所であるという

こともやはり大切な視点である。あと、この自然を活かさないのは勿体無いなと

思う。 

【座 長】  

それでは、次に、人口の多い地区の自治会長さんに伺ってみたいと思います。 

【Ｆ委員】 

自分の住んでいる地区は、あまり子供が少ないというイメージは無く、お祭り

などを行うと溢れるばかりの子ども達が集まる。地域外の人口の少ないところな

どが抱えている問題は、逆にあまりわからないので、これからもできるかぎり努

力していきたいと思う。 

【座 長】  

ほかに何かご意見等、ありますでしょうか。 

【Ｉ委員】 

切磋琢磨、緊張感、学力、クラブ活動、こういった面から見てもできるだけ早
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く、適正規模の基準のほうに移行してもらいたい。我々は自治会であり、自治会

が先頭になって色々説明しなければならないこともあるかと思うが、子供たちの

教育のためには、この適正規模の学校がどうしても必要だと、私自身も思うので、

教育委員会としても、大いに進めて欲しいと思います。 

【座 長】 

 Ｇ委員いかがですか。 

【Ｇ委員】 

自分の子どもはもう大きいが、適正規模以上のところの中である程度、部活な

どの選択することができ、切磋琢磨し、社会性を身につけて行く。そのような環

境で過ごさせてあげたいと思う。 

あと、これからグローバル化に向かってさらに進んでいくと思いますので、英

会話を授業に取り入れて欲しいと思う。 

【座 長】  

ありがとうございました。ほかに何かございますか。 

【Ｈ委員】 

統合して久留里線を通学に利用すれば、相乗効果により学校と地域が活性化す

るのでいいと思う。一方で、亀山から小櫃までの人たちが一箇所に集まるってい

うのは、ありえない。まずは小学校と中学校が一緒になるくらいじゃないのかと

いう声も聞く。本当に真剣に考えて、いろいろな方面から検討を加えて丁寧な説

明あるいは意見交換、という時間が必要ではと考えている。 

それから、英語活動の推進校を指定するとあるが、これは君津市の中の全体の

中にどこか１校だけどこかのある地区にそういう学校を設けようという考えか。

不公平だという声がでて来ないか。 

【座 長】      
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英語活動の推進校について、事務局はもう少し詳しく説明してください。 

【宮崎副参事】 

君津市としての特色ある教育づくりをするために１つの例として、目玉として

新しい学校づくりの中に設計したいと、そういう観念でございます。 

【Ｈ委員】 

どこかの学校だけを取り込むのではなくて、君津市全体で行うということか。 

【宮崎副参事】 

全部の学校、当然英語教育に力を入れますが、この学校に特色づくりをしても

らうために、特に力を入れる学校を、作っていこうと思います。学校にいろんな

特色を持たせるために、対応していく１つの施策でございます。 

【Ｈ委員】 

例えば、英語があったり、数学があったり、そういう中での英語教育というこ

とか。 

【宮崎副参事】 

そういう意味合いで捉えていただければ結構です。 

【座 長】  

他に何かございませんか、せっかくの機会ですから。 

【Ｉ委員】  

小中一貫教育について教えて欲しい。 

【宮崎副参事】 

今、義務教育は小学校６年、中学校３年で教育過程を全て終了し、小学校と中

学校は別々でございますが、小中一貫校というのは、９年間のスパンで義務教育

を終了させていく。その市の子供たちの実情に応じた学年の区切りを通して９か

年を対応していきます。４・３・２制や５・４制などがあります。 
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【Ｉ委員】 

そうすると、それは何々小学校、何々中学校って言い方ではなく、何々学園と

いうことになるのか。 

【宮崎副参事】 

そういう捉え方で９か年の教育をその学校ではしていく、と。 

【Ｉ委員】 

では、学校は１つということですね。 

【宮崎副参事】 

当然これからいろんな地域のご意見や子供たちの様子、実態を踏まえて、そう

いう１つの手立てとして小中一貫校も視野に入れて特色づくりをして参ります。 

【座 長】 

多分、副座長が言うのは、小中が一緒になればそこにいる校長先生は１人なの

か、どうかってことですよね。 

【宮崎副参事】 

そういう面では、人事面においては当然１つの学校になりますから、校長は１

人です。 

【Ｉ委員】 

そうすると、中学校教育の免許を持った先生と小学校教育の免許を持った先生

が１つの学校で一緒になって校長先生の下でやる、ということですか。 

【宮崎副参事】 

人事配置は、校長、時には副校長もいるかもしれません。そして教頭２人とか、

その大きさによって当然変わるわけですけど、そういうような人事的な配置も、

また変わります。 

【座 長】 
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それでは、ほかに何かございますか。 

【Ｉ委員】  

鴨川の長狭学校っていうのは小中一緒ですか。 

【宮崎副参事】 

小中一緒です。長狭も近隣の４つの小学校とか、中学校、そういうものを１つ

にした中での大きな学区の中での小中一貫。資料の１８ページをご覧になってい

ただくと、小中一貫教育にはいろいろなパターンがあるのがわかると思います。 

【Ｉ委員】  

やはりそういう仮に形態をとったにしても、この１７ページにある適正規模の

基準は、それをクリアしてと考えていらっしゃるわけですね。 

【宮崎副参事】 

先ほど教育長も説明をさせてもらいましたけれど、これ本市の１つの基準の案

でございます。ですから、そういうようなものが決定したらその基準に沿ってい

ろんなパターン、いろんな形態を作って検討していくつもりでございます。 

【Ｉ委員】 

基準ですから、その中に複式学級ができることはないか。 

【宮崎副参事】 

それは皆さんのご意見とか地域の方々の様々なご意見伺いながら、本市として

はそういう基準の学級数で考えていきたいという案でございます。 

【座 長】       

それでは、他に何かご意見等、ございますか。それではほかに質問なければ、

次の議題に進みたいというように思います。 

【座 長】 

それでは議題の（５）今後のスケジュールについて事務局から説明をお願いい
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たします。 

【荒井次長】 

＜今後のスケジュールについて説明＞ 

【座 長】   

ありがとうございました。ただいま今後のスケジュール等がありましてけれど

も、この件に関しまして何か質問や意見ございますでしょうか。 

【委 員】 

なし 

【座 長】  

ないようであれば、本日の議題はこれにてすべて終了となりました。 

次第４ その他について、皆さんから何かございますか。 

【委 員】 

なし 

【座 長】 

事務局からはいかがですか。 

【事務局】 

なし 

【座 長】 

特にないようでございますので、これにて議長の責を解かせていただき、進行

を事務局にお願いしたいと思います。 

【進 行】  

以上をもちまして、第１回君津市学校再編有識者会議を終了します。 


