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第２回君津市学校再編有識者会議録（概要） 

 

日時：平成２７年９月１８日（金）午後３時から       

場所：生涯学習交流センター ２階 ２０１会議室 

 

【座 長】   

ただいまから、第２回君津市学校再編有識者会議を開催いたします。 

皆様、お忙しい方ばかりでございますので、挨拶等は省略させていた 

だきます。 

 はじめに、本日は全委員のご出席をいただいております。 

 それでは、早速議題に入らせていただきたいと思います。 

【座 長】 

まず、議題の（１）前回会議録の確認についてですが、前もって皆さんに会議

録をお渡しし、確認していただいていると思いますが、何か、修正すべき点など

ございますか。 

【委 員】 

（特になし） 

【座 長】 

それでは、前回の会議録については、これで公表することにいたします。 

【座 長】 

 次に、議題（２）君津市学校再編基本方針について、事務局の説明をお願いい

たします。 

【開田係長】 

本日配布させた資料の確認をさせていただきます。（略） 

それでは、学校再編基本方針について説明をさせていただきます。 

【開田係長】 
＜資料に基づき、前回会議で出た意見を基に地域の活性化、通学距離、通学
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時間など地域の実情を踏まえての基本方針素案の修正、現在の委員で大枠まで

策定することなどについて説明＞ 
【座 長】 

事務局からの説明に対しまして、委員の皆様から、質問やご意見などがござい

ましたら、お願いいたします。 

【Ａ委員】 

 基本方針の中で、小中一貫教育の再編メニューの例が載せてあるが、基本方

針は大枠を決めるものであるから、基本方針に小中一貫英語教育等の細かい例

を載せすぎてしまうと、それに縛られてしまいがちになって、議論の筋がそれ

てしまう恐れもある。よって、基本方針の中では再編メニューの細かい例につ

いては、マスタープランでより詳しく精査していったほうがよいのではないか。 

【座 長】 

今のご意見について疑問などはございますか。 

【荒井次長】 

現在は基本方針の中でコミュニティ・スクール等載せていますが、仰ったとお

り、それについては次のマスタープランで、もっと詳しく説明をしていきたいと

思っていますので、基本方針からは削る方向で検討してきたいと思います。 

【座 長】 

他に何か、ご意見、ご質問等がございますか。 

【Ｂ委員】 

説明会の開催とあるが、地元の保護者よりアンケートを取って欲しい、との意

見があった。 

【座 長】 

 今の意見についていかがでしょうか。 

【荒井次長】 

 説明会は、３回程度実施しようと思っています。ので、２回目以降の、できる

だけ早い時期にアンケートを実施したいと思います。 
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【座 長】 

 説明会は、何回か行っていく中で、保護者の方のご意見も十分その中に記入し

ていくということで、またご説明をしていかなければいけないと思っています。

他に何かご意見、ご質問等ありますでしょうか。 

【座 長】 

 なければ、次の議題に進めさせていただきたいと思います。それでは議題の（３）

再編メニューについて事務局から説明をお願いします。 

【事務局】 

＜資料に基づき、小中一貫校、コミュニティースクール、インクルシブ教育シス

テム、英語教育、スポーツに力を入れた教育、学校の適正規模・適正配置につい

て説明＞ 

【座 長】 

それでは、質疑応答に入らせていただきたいと思います。１番目の小中一貫教

育から６番目の適正規模・適正配置についてまで、全体の中で何か質問や意見な

どがありますでしょうか。 

【Ｉ委員】 

 何点かあるが、まず小中一貫校にした場合に最大の通学距離の変化について、

どのくらいの距離が１番長いのかが１点。それから小中一貫教育にすると、例え

ば学力が進んだ児童に対して、本来が国の基準でいえば中学校で教えるべきこと

を小学校の段階で教えるような事例が今まで皆さんが見てきた中であったのか

どうかが１点。 

【座 長】 

事務局、回答お願いします。 

【縄谷主幹】  

まず通学距離に関しては、統合したことで、最大が６キロから７キロくらいに

まで広がりました。スクールバス、都市間バス、タクシー等で通学して学校に登

校するものとします。 
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教科の学年の関係ですけども、４－３－２などがありますけれども、ベースは

義務教育の６と３で転入出に対応しうるようなシステムになっていると聞いて

います。 

【Ｉ委員】 

 わかりました。 

【座 長】 

 小中一貫校に対する、何かご意見、ご質問があれば。 

【Ｄ委員】 

小学校間で児童が少ない学校同士が統合する地域もあれば、小中が一貫校とな

る地域もあると理解すればいいのか。 

【宮崎副参事】 

小学校が何校か統合する、または小中で一貫校、それは地域の実情 

と様々な環境状況を考えて、適切な部分、どの地域にどの学校が必要かは今後、

検討し把握してまいります。 

【座 長】 

ほかに何か。 

【Ｅ委員】 

最初の冒頭の説明において本市で推進する小中一貫教育という話があったが、

コミュニティ・スクール、インクルシブ教育等も同じ土台として進めていくのか。 

【宮崎副参事】 

 どれが１番、いい、という発想ではございません。ひとつのメニューとしてご

理解をしていただければと思います。 

【Ｅ委員】 

 最初のご説明の中で本市が推進するというような文言は、取り消すというかた

ちでよろしいか。 

【宮崎副参事】 

 「創・奏プラン」というものの中で、小中一貫を推進していこう、という文言
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があり、その兼ね合いの中で言ったものです。ひとつのメニューとして様々なも

のを提示したということでご理解をしていただければと思います。 

【座 長】 

よろしいですか。 

【Ｅ委員】 

 もうひとつ、コミュニティ・スクール、インクルシブ教育などのいろいろな案

の提示があったが、内容なのか、形態なのか、あるいは運営を誰がするのか、柱

が誰なのか等、詳細な説明がないと、ちょっと解りづらいと思う。 

【座 長】 

今のご意見に対して。 

【座 長】 

 説明会の段階での中でもう少し具体的に細かくもちろん説明はしていくよと

いう、そういう捉え方で。 

【宮崎副参事】 

 そうです、ご意見として伺っておきたいと思います。 

【座 長】 

 はい。 

【宮崎副参事】 

 コミュニティースクールですよね。Ｅ委員、今の。 

【Ｅ委員】 

 ええ、英語に力を入れたとか、スポーツに力を入れたとか、内容的なものと形

式的なものとかがちょっと、雑多なご提案だったと考える。 

【宮崎副参事】 

 今後、そのへんは精査して丁寧な説明していきたいと思います。 

【座 長】 

 よろしくお願いします。はい、Ｄ委員。 

【Ｄ委員】 



6 
 

 英語教育、コミュニティ、特殊学校等、様々な特色のある学校という提案がさ

れているが、義務教育の中である地域にだけそういうものを設置するのは、非常

に公平感を欠くのではないかと考える。そこはよく議論して欲しい。また、そう

いう特殊なコミュニティ等を、地域、あるいは生徒や父兄側から希望してするの

か、こちらから指示して決めるのか、そのへんの案があれば教えて欲しい。 

【布施係長】 

 コミュニティ・スクールにおいては、まず教育委員会の指定が必要ですが、こ

れは教育委員会が一方的に決め付けるわけはなく、事前段階で地域の方々と密な

コミュニケーションを取りながら、双方で理解できるような形で進めていく流れ

を取っています。 

【座 長】 

 はい。Ｄ委員、よろしいですか。 

【Ｄ委員】 

 英語教育とか、公平感、あるいは特殊学級。 

【座 長】 

 確か、前回の会議の質問と同じかと思うんですけど。要はあまり特定地区に偏

ると公平感がなくなるのではないか。その点をもう一度。 

【宮崎副参事】 

 あくまでも、その学校だけが特別なものを享受するわけではなくて、その学校

等々で成果があがったものを、同じ成果があがるような手立てを市内の全ての学

校に伝えていきます。 

【座 長】 

 よろしいですか。 

【Ｄ委員】 

 はい。 

【Ｃ委員】 

 コミュニティ・スクールの推進と学校再編というのはどこかでぶつかってしま
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うと考える。本市でコミュニティ・スクールの取り組みを進めて行く中で学校再

編も進めていくとなると、大変なエネルギーが必要だと思うが、そのあたりの対

応はどうしていくのか。 

 また、適正規模・適正配置について、例えば住民より「今は統合しなければな

らない規模だが、将来的には規模が大きくなってしまう可能性があるのに統合す

るのか」、といったような意見が出ることもあると考えられるが、その対応につ

いて伺いたい。 

【座 長】 

 ２点ですね、コミュニティ・スクールが先に成り立ち、その後に統廃合をしよ

うとすると、学校間の問題だけではなく、自治会の問題も出てくるのではないか、

もうひとつは規模配置の関係で、現状は理解ができる、しょうがないですよと捉

えるのか、ご回答お願いします。 

【布施係長】 

 コミュニティ・スクールを進めるにあたって、ひとつキーワードに熟慮という

言葉があります。当事者同士、時には互いに関係性が対立する構造の時もありま

すが、その中で話し合い、議論を重ねて、お互いに共通する将来についての視点

を持っていく、こういった取り組みを時間をかけて丁寧にやっていく必要がある

と考えております。 

【Ｃ委員】 

 適正規模・適正配置についての回答は。 

【開田係長】 

 学校再編における適正規模・適正配置について、１０年後等を考えてやるのか

どうか、ということだと思いますが、国の人口推移等の資料もありますので、そ

ういった将来像、将来事項等も十分考慮し作成を進めていきたいと考えておりま

す。 

【座 長】 

 よろしいですか。 
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【Ｃ委員】 

 先が見えない部分が大きいと思うが、教育委員会、事務局、地域の方向性とい

うか質を出していくことが重要だと考える。 

【座 長】 

 小中一貫教育だけに限らず、他の部分でも何かご質問があればお願 

いしたいと思います。いかがですか。Ｆ委員。 

【Ｆ委員】 

 再編メニューに関して、小さい頃から仕事について学習することは大切だと思

うが、キャリア教育は今回再編メニューには入らないのか。 

【宮崎副参事】 

ご指摘の通り、キャリア教育は重要なものだと捉えております。今のご意見、

十分参考にして、対応していきたいと思います。 

【座 長】 

 よろしいですか。 

【Ｆ委員】 

 はい。 

【座 長】 

 ほかに何か、ございますか。 

【Ｂ委員】 

 現状の加茂学園と、長狭学園の生徒数の数を教えて欲しい。 

【事務局】 

 長狭学園と加茂学園の生徒数、具体的な数。 

【縄谷主幹】 

 加茂学園につきましては加茂小が４つの小学校から統合したのですが、４つの

小学校の児童数は６０名、３６人、３３人、２１人と、その規模を統合して、現

在は１４５名、中学校が１０７名、というような規模です。長狭学園は、３つの

小学校、５２名、７６名、８６名、が統合して現在長狭小のほうは１８０人、そ
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して長狭中は１０３人というような児童生徒数でございます。 

【座 長】 

 他に何か。 

【Ｃ委員】 

 適正配置と適正規模の件について、現在１学級は、何人学級って言われるのか。

ちょっとそれを伺いたい。 

【開田係長】 

 国の定めた標準学級では小学校１年生は３５人、それ以外は４０人というよう

になっておりますが、市では弾力的な対応ということで、小学校２年生と中学校

１年が３５人で、それ以外３８人です。 

【Ｃ委員】 

 今１学年２学級あるってことは、適正規模だってことは、３５人で１学級であ

れば、３６人になれば２学級ということか。 

【事務局】 

 そうです。 

【Ｃ委員】 

 そうすると、この現在適正規模を考えて２学級って考える時は、３６人から７

０人までが２学級の範囲に入ると思われる。中学生は３８人ということは、３９

人いれば２学級でもあるし、７６人いても２学級だと、かなり幅があるので、そ

の幅をどう捉えるかによって、適正配置をする対象エリア、範囲がかなり狭まっ

てきてしまう気がするが、その点、今１学年２学級っていうのは、どういう人数

で考えているか。 

【宮崎副参事】 

 様々なかたちで、国の基準で対応していくわけですが、その中で少人数指導等、

様々な弾力的な運用もありますので、国の基準の数値が全てではなく、君津市版

として、国や県外がやっているものを新たに地域に応じた対応を検討していきま

す。 
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【Ｃ委員】 

 今、国の基準と出たが、今回この資料にある君津市の適正規模の基準、再編を

目指すならば、国ではなく君津市の定めた基準に基づいて、その基準に沿うよう

に基本的には進めていくと、このように私自身は考えるが、その点、いかがか。 

【宮崎副参事】 

 全て、国の基準どおりにはいっていませんし、実際には言われたような幅がご

ざいます。そういうものを今後、考えながら対応していくということです。 

【座 長】 

ほかに何かございますでしょうか。Ｇ委員。 

【Ｇ委員】 

 市街地の学校と、山間部の学校とでは、１学級は、人数に違いがあるというこ

とでよろしいか。 

【宮崎副参事】 

 あくまでも学校の教職員は県費負担ですから、児童・生徒数、標準校において、

何人までが何人の職員、それが基準です。しかし、市として弾力的に考えられる

部分は、弾力的な運用を国や県に要望して対処していきます。ですから、街中の

基準と、中山間部の基準に差異が生じるということは基本的にはないです。 

【山口教育長】 

 基本的には、１学級は４０人というのが基本です。その中で弾力的に少人数指

導とか少人数教育等、分けてやっています。また、学校再編において、一律に基

準を設けるのは必ずしも地域の実情と合ってない部分があります。教諭の問題と

か、文化圏、生活圏の問題等、色々ある。よってそういうのを、全て加味したう

えで判断していくという作業になります。これは地域の住民とのやりとりの中で、

１００％理解となるとなかなか難しいと思うが、それに近づけるという努力を、

我々行政は考えていきます。よろしくお願いいたします。 

【座 長】 

ありがとうございました、よろしいですか。 
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【座 長】 

 杓子定規ではなく、地域性、人間性、色々なことを考えて進めていく、という

ようにご理解いただければいいのかなと思います。ほかに何かご意見ございます

でしょうか。 

【Ｄ委員】 

規模・配置性の基準を満たしてない学校は、これだけが今回の対象ではないと

理解してよろしいか。 

【吉田教育部長】 

今、委員から説明がありました学校の適正規模配置ですが、この基準を満たし

てない学校だけが再編の対象ではなく、あくまでも市内の小中学校全体の中での

再編の計画に進めていきたいと考えております。 

【座 長】 

 ありがとうございました。他に何かございますか。 

【Ａ委員】 

今の考えで結構だが、もし再編となった場合、既存校舎を、どこが使うのか。

あと、もし使わないとなるであろう、統廃合の対象となった校舎は、どういうよ

うな使い方になるのか。 

【山口教育長】 

 使わなくなった校舎は貴重な市民、我々、君津市の財産であり、有効活用して

いくという視点はあります。ただ、それのために統合や学校再編が縛られてしま

うことはまずいと思っております。基本的方針の中にも施設の有効活用、また地

域の活性化という視点も入れてありますので、教育委員会だけじゃなく、市長部

局とよく相談しながら連携を保ってそういう問題をクリアーしていくことにな

ろうかと思います。 

【Ｅ委員】 

理想や総論は分かるが、果たして統合になった場合、財力的に新しい建物が造

れるのか、それともある程度既存のものでやっていくという基準があるのか。 
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それから先程も話したが、自分の子どもはどこに行くとか、自分の学校の今の

子どもたちは何処に行くのかというように、地域住民は各論である。総論を言っ

ても、住民の皆さんや保護者の方たちはそこに目は向かないのではないか。 

【座 長】 

では、２番目の意見は参考ということで、１番目の財力について。 

【吉田教育部長】 

 １点目でございますが、本市の財政状況は非常に厳しいものがございます。今、

委員が仰ったように新しい学校を造るのか、そういう部分も非常に難しい問題で

す。この基本方針の中でも、先ほど何度も申し上げていますが、地域のコミュニ

ティとか様々な有効活用も検討しながら進めていきたいと考えます。 

【座 長】 

はい、ありがとうございました。他に何かございますでしょうか。 

【Ｂ委員】 

意外に保護者の方々はもういい加減、人数の増えない学校の中でやっていくの

は、ちょっと厳しい、統合は当たり前だという考えの方が意外に多いというのが

現状である。  

【座 長】 

 はい、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】 

 北子安小学校は、全部の敷地が借地で補われているという話を聞いて、逆にそ

っちのほう、金銭的なことも考えてトータル的に論じていたほうが、まだベター

ではないかというふうに思う。 

【座 長】 

 ありがとうございました。いろんな要素を加味しながら検討してほしいという

意見でございました。ほかに何かございますでしょうか。 

【Ｄ委員】 

 優秀な子がどんどん都会に出て都会で活躍し、老いたらまた帰ってくるという
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パターンでは困る、地域の優秀な子が地域で活躍してほしい、そういう教育も考

えて欲しい。 

【座 長】 

 学校教育だけではなく、産業の部分もありますが、そういうことも含めて、教

育の面からも考えてもらいたいという意見ということで、よろしくお願いしたい

と思います。他に何か、ございませんか。 

【Ｉ委員】 

 学校再編に関し、住民や現職の学校の先生等、十人十色の意見の中で、ひとつ

の方法をまとめていくというのは困難なことだが、やはり方向性をきちんと出し

ていくという委員会の姿勢はとても大事だと考える。 

それから、学区を越えて、うちの子は遠くのあの学校に通わせたいというよう

な学区自由化みたいな部分が、今後、検討課題にあるのかどうか伺いたい。 

【座 長】 

 はい、ありがとうございます。１つ目は意見としてリーダーシップを発揮して

くださいということで、２つ目は、学区の自由化という部分でなにかありますか。 

【宮崎副参事】 

 今の委員のご指摘、本当にその通りだと思います。通学に関しても、再編をし

ていけば、学区地域は変わってくるわけですから、通学路の再編、学区の自由化

も含めて、課題として一緒に検討していきます。 

【座 長】 

 はい、よろしいですか。他に何かございますでしょうか。 

【Ｊ委員】 

意見でもいいですか。 

【座 長】 

はい、どうぞ。 

【Ｊ委員】 

 児童、生徒が減っている中で、君津特別支援学校では、５４年に開校して以降、
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ずっと生徒が増えている。敷地も狭く、教室もとても少ない。是非、本校のこと

もあるということを知って欲しい。 

【座 長】 

 はい、ありがとうございました。もちろん、ご承知だとは思いますが、現状を

十分頭に入れて今後の再編のメニュー、検討に入れていただければと思います。

ほかに何かございますか。 

【委員】 

 （特になし） 

【座 長 】 

それでは続いて議題の（４）周西幼稚園の今後について事務局から 

説明をお願いします。 

【植田係長】 

＜周西幼稚園の今までの経緯、現状と課題、保護者の考え方などについて説明＞ 

【座 長】 

 はい、ありがとうございました。それでは、委員の皆様から何かご質問、ご意

見等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

【宮崎副参事】 

 今、担当から説明をしましたが、付け足しの意見ということでお話をさせてく

ださい。 

多くの意見は、やはり存続していただきたい、ということです。そして、何故

耐震絡みで、というような意見も出ました。 

それを踏まえながら、この周西幼稚園について、施設の課題、少子化における

園児の減少、多くの働くお母さん方のニーズが多様化等、こういう大きな課題を

解消するために、委員会として新たな幼児教育のあり方を全体的な視野で検討し

ていきたいということで、今回このような提示をさせていただきました。 

【Ｂ委員】 

現状、耐震性で問題があるのなら、安全面を考えても、存続は無理なのではな
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いか。市としては子どもの安全をまず考えて、存続できないものはできないとい

う方に努めていったほうがよい。 

【座 長】 

はい、ありがとうございます。ほかに何か、ございますか。 

【Ｈ委員】 

もしこの周西幼稚園がなくなったら、近くの保育所とか幼稚園に、この子達を

引き受けてくれるような余裕はあるのか。 

【宮崎副参事】 

市内に私立の幼稚園は４園ございます。この４つの幼稚園が、定員の充足率か

ら言いますと、４つとも下回っている現象があります。 

【座 長】 

 よろしいですか。ほかに何かございますか。 

それでは、次の議題に移らさせていただきたいと思います。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します。 

【開田係長】 

まず、１点目として、次回の会議は、１０月１４日（水）午後３時から、市役

所５階の大会議室で行います。この会議では学校再編基本計画・マスタープラン

のフレームをお示しすると共に、本日、キャリア教育などについてお話がありま

したので、もう少し詳しく説明させいただきたいと思います。 

次に先進地の視察の件になります。１０月３０日（金）の午後、市原市にあり

ます、加茂学園の視察を予定しております。 

それから最後に、学校再編地区説明会の件になります。お手元の資料君津市

学校再編地区説明会日程表の通り、地区説明会を開催いたします。今回は、学

校の現状等について説明をさせていただき、地域の様々な皆様から色々な意見

をいただきたいと考えております。 

【座 長】 

はい、ありがとうございました。今後のスケジュールについて何かご質問等ご
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ざいますでしょうか。 

【Ｉ委員】 

今日この後ですね、小糸地区の自治会長は全て会議を行うが、その席上で、こ

の説明会があるという話をしてもよいのか。 

【開田係長】 

はい。説明会の開催については学校・子どもへはもちろん、広報きみつでもご

案内することになっておりますので、委員の皆さんのほうから地域の方にお話し

ていただくことはなんら問題ありません。 

【Ｉ委員】 

わかりました。 

【座 長】 

ほかに何かございますか。よろしいですか。ほかに質問、ご意見ないようです

ので本日の議題は、これで全て終了いたしました。（６）その他になりますが、

委員の皆様、また事務局、何かありますでしょうか。 

【開田事務局】 

事務局からはありません。 

【座 長】 

委員の皆様はよろしいでしょうか。 

【委 員】 

 （特になし。） 

【座 長】 

特にないようでございますので、これで議長の責を解かせていただき、進行を

事務局にお願いをいたします。どうもありがとうございました。 

【吉田教育部長】 

それでは、慎重なるご審議、また貴重なご意見、ご質問等を賜りました。以上

をもちまして、第２回君津市学校再編有識者会議を終了させていただきます。本

日は、長時間にわたりありがとうございました。 


