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第３回君津市学校再編有識者会議録（概要） 

 

日時：平成２７年１０月１４日（水）午後３時から   

場所：君津市役所 ５階大会議室   
 

【座 長】   

定刻となりましたので、ただいまから、第３回君津市学校再編有識者会議を開催

します。 

皆様、お忙しい方ばかりですので、挨拶等は、省略させていただきますのでご了

承ください。 

はじめに、本日は、２名の委員が欠席となっておりますが、過半数の委員の出席

がございますので、君津市学校再編有識者会議設置要綱第６条第３項の規定により、

会議が成立することを申し添えます。 

また、本日の会議は、君津市情報公開条例及び君津市審議会等の会議の公開に

関する規則により公開となっております。傍聴人及び記者が会議を傍聴いたしま

すので、ご了承ください。 

それでは、議題に入ります。 

 議題（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、ご確認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。 

【各委員】 

ありません。 

【座 長】 

よろしいですか。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。 
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次に、議題（２）周西幼稚園の今後について、事務局の説明をお願いします。 

【植田指導係長】 

「学校環境整備検討委員会」そして、「学校再編有識者会議」「保護者との意見

交換会」等において、様々な視点からご意見をいただきながら検討を重ねた結果、

次年度の募集について『平成２９年度は募集停止を条件として、２８年度は募集

をする』という苦渋の決断をし、１０月１６日に保護者に直接伝えるべく、意見

交換会・説明会を実施したこと、今後は、子ども子育て支援という面から保健福

祉部と協議、連携を図り、教育委員会として新たな幼児教育・保育についてビジ

ョンを示すことができるよう検討を進めていくこと、そして、本再編会議や庁内

での協議内容について、適切な事務手続きを踏んだ上で、保護者や地域の方々へ

の丁寧な説明を継続していくため、進行状況等について説明会、報告会を開催し

ていくことを説明。 

【座 長】   

ただいまの事務局からの説明に対しまして、委員の皆様から、質問や意見などが

ございましたら、お願いいたします。 

【各委員】  

発言なし 

【座 長】  

（ほかに）質問などがなければ、次の議題に参ります。 

 議題（３）君津市学校再編基本方針について、事務局から説明をお願いします。 

【開田企画総務係長】 

学校再編基本方針の１８頁上段をご覧ください。 

（９）周西幼稚園の今後と幼児教育・保育について 

という項目が加筆されております。これは、ただいま説明のありました周西幼
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稚園についても同じ学校というくくりですので、募集を停止して、今後の幼児教

育・保育のあり方について検討する旨を学校再編基本方針の適正規模・適正配置

の中に記載しておくというものです。 

また、前回の会議で基本方針に関するご意見を２点いただき、手直しいたしま

したので、ご説明させていただきます。 

１点目のＥ委員からのご意見は、基本方針３－３、時代に合った新しいタイプ

の学校・カリキュラムとして小中一貫教育などの再編メニューの検討例が記載さ

れておりますが、基本方針は、あくまでも方針なので、再編メニューの検討例は、

基本方針には載せず基本計画の中で、詳しく載せたほうが良いのではないかとい

うものです。 

また、２点目の三幣委員からのご意見として小さな頃から、仕事について学ぶ

ことは大切だと思いますが、そのためのキャリア教育などは、再編メニューに追

加できないかというものです。 

そこで事務局（案）といたしましては、基本方針には、再編メニューの理念と

して項目だけを示し、次の基本計画マスタープランで、詳しく説明することとい

たしました。 

また、児童生徒にとってキャリア教育は、大変重要な教育のひとつだと捉えて

おりますので、再編メニューに追加することといたしました。 

以上によりまして、基本方針の１８頁が修正となり、これにともないまして以

降の頁が１頁ずつ、繰り上がりました。以上です。 

 

【Ａ委員】 

学校再編を適正な規模で行うとすると、相当広い範囲で統合することが予想さ

れ、当然のことであるが、スクールバスなどが必要になると思う。 
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【開田企画総務係長】 

子どもたちの通学の安全性の確保という観点からもスクールバスは必要である

と認識しておりますので検討したいと思います。 

【Ｂ委員】 

学校は、教育の場だけではなく、地域の交流の場所であることも確かだと思うが、

やはり子どもたちが十分なる教育を受ける、受けさせることが１番の目的だと思い

ますので、もちろん十分な説明は必要ですけども、再編についてはおおいに進めて

いってもらいたいと思います。 

【座 長】 

意見ということですので、事務局よろしくお願いします。 

他に何かございますか。 

【Ｅ委員】 

君津市は現在、財政状態が大変厳しいと聞くが、子どもは地域の宝であるから、

新しい学校づくりには、十分な資本投下を行ってもらいたい。 

【開田企画総務係長】 

学校の再編については、人・物・金の総合的取組みが必要と認識しております

ので、市長部局と教育委員会が一丸となって対応するよう働きかけて行きたいと

思います。 

【Ｃ委員】 

 前回の質問の時に新しい施設を作る予算もないので、既存のものを有効活用し

て進めるという話がありましたが、統合となると通学に負担がかかると思うので、

少しでも軽減するという意味で、統合後の新たな教育の場は、少なくとも最寄り

の交通機関、例えば駅から近いところに新たに作るべきだと考えます。既存の（統

合する学校の）中で真ん中辺りにある学校に通わせることにして、それが駅から
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非常に遠いと大変なので、やはりお金がないからというだけで止めてしまうので

はなく、検討の中に入れていただきたいと考えます。 

【座 長】 

財政状況苦しいのはわかるが、最低限の資本投下をしながら、いい環境を作っ

ていっていただきたいということだと思いますので、検討をしていただきたいと

思います。 

他に何かございますか。はい、Ｆ委員。 

【Ｆ委員】 

 私たち上総のほうで小中一貫にしても、単一にやっても意味がないので、小学

校４校集めても４００人、４５０人くらいですかね、その程度の数だと思うので

進めていきたいと思います。小櫃小も全棟耐震工事が終わっていますので、新た

に学校を作るのではなく、十分な規模の既存の学校を使って進めてもらいたいと

思います。新たにまた何かやると、借金が増えて子どもたちの負担になるので、

やっぱり既存の学校でやってほしいという希望です。 

【座 長】 

 今のご意見に対して何か、教育総務課ございますか。 

【開田企画総務係長】  

 先ほどの話と相反するところもあるとは思いますが、十分な資本投資というの

と、お金をかければその分、子どもたちにツケが回ると、大変難しい問題だと思

いますので、地元の方の意見等聞きながら進めてまいりたいと思います。 

【座 長】 

 ありがとうございました。その他に何かございますか。 

【Ｆ委員】 

 現在の小学校の教員免許と、中学校の教員免許とありますが、小中一貫校にな
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った場合、小学校の先生も中学校で教えられるんですか。 

【座 長】 

具体的にそのへんはいかがでしょう。 

【縄谷主幹】 

 はい。また、後ほどもちょっと小中一貫を例にお話しようかと思ったんですけ

ど、免許があればそれは可能です。 

【座長】 

 要は、小学校は小学校しか教えられないし、中学校は中学校しか教えられない

ということですか。 

【縄谷主幹】 

 例えば、私は中学校の数学ですけれども、小学校で算数は教えることができる

んですけど、全部の教科の学級担任をやることはできないとか、部分的な制約は

ございます。また、小学校の先生が中学で道徳を見るとか、教科外のところを部

分的に見れたりするんですけど、基本的に全領域を見るからには、小学校には小

学校の、中学校には中学校の教員免許が必要ということになります。細かいこと

はまた後で、小中一貫でお話をさせていただけたらと思います。 

【座 長】 

 他に何かございますか。 

では、私のほうから１点、市街地を見渡すと、割とこう微妙な人数の学校があ

ります。例えば私の母校の貞元小学校は、基本的にはほぼ１学級でずっと上がっ

て来ます。それはそれで非常にいいことだと思いますけども、逆に言えば、いろ

んな問題を抱えている部分もあると思います。単純に人数合わせでやるんではな

くて、地域性とかそういうことも子どもたちの環境等々、そういうことも考えて、

この学校再編という枠組みの中にひとつ入れていただくような考え方をしていた
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だけたらなというように思います。 

【開田企画総務係長】 

 今の座長のご意見、２点あったと思います。ひとつは機械的な学校再編を行う

のはどうかという問題と、それから市街地においての学校再編です。単学級にな

ったり、あるいはなりそうな年もあるというようなことでした。事務局といたし

ましては、市街地においても例外なく適正規模というのを確保したというように

は考えておりますが、ただ機械的にやるのではなく、地域のご意見なども聞きな

がら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。 

では、せっかくですからもうひとつ、統合すると空く校舎が当然出てくると思

います。今度はそういう部分をいかに有効的に使うかってことも、頭の中で考え

ていかなければいけない話にはなりますから、そのへんの考えなどを聞かせてい

ただきたいと思います。 

【開田企画総務係長】 

 学校は今まで地域にとって重要なものであり、地域の方の思いもあると思いま

すので、使わなくなった学校を単純に取り壊すということは考えていません。例

えば、保育園や公民館に転用、その他複合施設など、それも全庁的に検討して、

地元のほうに説明して進めていきたいというように考えております。 

【Ｄ委員】 

 はい、よろしいですか。 

【座 長】 

 はい、Ｄ委員。 

【Ｄ委員】 
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例えば２つの学校が１つになると、当然１つの学校が残る。その施設をどうす

るかという話だと思いますが、実際に香木原小学校、福野小学校、蔵玉小学校、

鹿野山小学校、これはそれぞれ統合して、誰もいなくなった学校であります。そ

のままの形で残っている学校は、香木原小学校、福野小学校が残っています。蔵

玉小学校については、その後は有効に活用されているところです。香木原小学校

は実は平成２年に統合しています。現在２５年経過して、未だにそのまま残って

いる。鹿野山小学校もかなり経過している。こういう状況を放っといては無駄な

ような気がするわけです。 

現在の蔵玉小学校のように、民間事業者がその跡地及び校舎を活用するのが１

番いいと思うんですが、一定期間、例えば１０年とか１５年とかの間、統合され

た後に何もなければ売却をして、心機一転といいますか、交通の便いろいろ考え

て、１番いい場所に新しい学校をつくるべきじゃないかと思うわけです。 

当然そうなると資金が必要になりますから、統合されて残った学校、建物及び

敷地等については、売却等をして資金を捻出し、それをもって新しい学校等の建

設の一助にするというのが１番合理的な考え方だと思います。 

少し話が先過ぎますか。いかがでしょうか。事務局のほうで答弁できればして

いただければと思います。できなければ結構ですので。 

【座 長】 

 はい、教育部長。 

【教育部長】  

香木原小学校でございますが、建物はそのまま残っておりますが、発掘された

様々な文化財を保管、管理するために活用しております。 

鹿野山小学校でございますが、閉校後に建物は取り壊しております。土地も神

野寺さんのほうからお借りしていたものですから、更地にしまして、今現在、建
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物自体はございません。   

確かに片方が余るということは当然ありますので、そこは十分にこれからも、

この会議等々におきましてもご検討していただけたらと思っております。 

【座 長】 

 今のお話で香木原小あたりはそのように使っているということですけども、こ

ういう時代ですから、極端に言えばお金になるような使い方を、もちろん文化財

を保護することによって市民の皆さんに見返りがあるのかもしれませんけども、

財政が苦しい状況であれば、なるべくなら文化的にも、金銭的にも活用ができる

方法を視野に入れて、売却っていうのは極端な話が、そういうことも頭の中に入

れながら計画をたてていかれたらどうかなというように思いますので、ご検討い

ただけたらと思います。それでは他に何かございますか。 

【Ｂ委員】 

よろしいですか 

【座 長】 

 はい。Ｂ委員。 

【Ｂ委員】 

周西幼稚園の話に戻りますが、建物が老朽化しているということで、募集停止

になるんですよね。いずれはなくなるのか。 

【座 長】 

 なくなるかどうかは、まだ。 

【Ｂ委員】 

 でも、建物はもう使えないという状況ですよね。例えば、幼稚園と小学校が一

緒とか、そういうお考えとかはどうなのでしょうか。 

【座 長】  
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 周西幼稚園が今の場所じゃなく、どこか別の場所に移って小学校と一緒になる

可能性があるかということですか。 

【Ｂ委員】 

 中１ギャップっていうのがあるんだったら、幼稚園と小学校の小１ギャップと

いうのもある。 

【宮崎学校教育課長】 

 はい。 

【座 長】 

 はい、宮崎学校教育課長。 

【宮崎学校教育課長】 

 今、委員の仰るとおり、そのような考え方も十分視野に入れて、先ほど担当の

ほうが話したようにビジョンを作って対応していこうと考えています。これから

様々な方策、見据えていきますのでよろしくお願いします。 

【座 長】 

 端的にやめるということではなくて、募集をとりあえず一旦停止して、将来的

なビジョンをつくっていくという考え方でいいんですよね。はい、ありがとうご

ざいました。 

他に何かございますか。 

よろしいですか。 

それでは、他に質問がなければ、次の議題に移りたいと思います。それでは議

題の（４）君津市学校再編基本計画について事務局から説明をお願いします。 

【縄谷主幹】 

 ＜説明概要＞ 

基本方針を基に学校再編基本計画マスタープランを策定し、年明けにはパブリ
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ック・コメントも行い、それに合わせ、具体的な計画を盛り込んだ実施プログラ

ムも年度内に策定できるよう進めている。 

１． 基本計画策定にあたって 

２． 学校再編の基本方針 

３． 再編計画の概要 

４． 資料編  

という４つの柱立てで策定する予定。 

再編計画の概要の部分について、中一貫教育校を例にあげて説明する。 

例えば、小中一貫教育校、義務教育校となりますけども、○○校程度、としか

示してありません。実際は、一体型、併設型、分離型のどのタイプを設置してい

くのか今後協議しつつ、小中一貫教育校を実際に開設していきたい。 

次に、小中一貫教育校の説明にあたる部分です。９年間の連続性、系統性、一

貫性の基、円滑な接続、例をあげて中１ギャップの解消、あるは子どもたちの学

力、学習欲の向上、などが期待されるところですので、説明を記載していきたい。 

次に、具体的な内容の説明の部分です。まず、９年間の教育目標を設定する、

９年間の系統性を確保した教育課程を編成する、あるいはひとつの教職員組織で

運営、また小中免許併用による両方での授業などについて盛り込んでいく。 

最後にどのような計画で小中一貫教育校を設置するかを記載した配置計画を含

め、いわゆる、これを再編メニューのページとして作成していく予定です。例と

しては、一体型は現在、君津市にはありませんので隣接型の小学校と中学校を小

中一貫教育校とまず指定をして、モデル校としての研究を行っていくということ

も考えられる。 

そして学校再編、統合を進める中、いわゆる統合後の学校を小中一貫教育校と

して、数地区に設置していくことも考えられる。そのようなかたちで、再編メニ
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ューとして落とし込んでいきたいと考えている。他の再編メニューにつきまして

も同じような構成で作成していく予定です。 

【座 長】  

 ありがとうございました。ただ今の事務局からの説明に対しまして委員のみな

さまから質問などがございましたら、お願いをしたいと思います。 

【Ｄ委員】 

はい、じゃあ私で。 

【座 長】 

 Ｄ委員。 

【Ｄ委員】 

 この配置計画を拝見しますとかなり具体的な話が出したくなってきますね。小

中一貫学校を例にしていますが、これから先考えていくにやはり、一体型が１番

いいんではないかと思います。 

１クラス、小学校は１クラス３人、４人、５人しかいない、中学生は、１０人、

１５人という学校を常に頭の中に入れて話していますので、少し偏りが出るかも

知れませんが、そこはご容赦を願いたいと思います。基本計画に載っておりまし

た適正規模について、君津市は確か３５人と仰っていました。ですからやはり、

そういう適正規模をまず何はともあれそれを満たして、そして一体型の小中一貫

校を、やはり既存の学校を使えればそれに越したことはございませんが、それに

こだわることなく、より通学の利便性、安全性が確保できる場所に、そして大き

い敷地等が確保できるところがあれば、そこに全く新しいものを作って進めてい

くことは、この会議の１番の目的とするところではないかと思いますけが、事務

局いかがでしょうか。 

【縄谷主幹】 
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 施設につきましては、子どもたちのためには適正規模で統合後、やはり近い学

校で小中一貫、要するに連続性のある教育っていうのはこれ大事なことだと思っ

ております。 

それに合わせ、他の魅力ある学校づくりということで、その他の再編メニュー

なども盛り込みながら、子どもたちのために活力ある、魅力ある学校づくりをし

たいと考えております。一体型につきましても、これは本当に皆様方のご意見を

頂戴しながら、内部の協議も含め、慎重に進めてまいりたいと考えております。 

【座 長】 

 他に何かございませんでしょうか。はい、Ｆ委員。 

【Ｆ委員】 

 私は上総のほうで物事を考えてしまいますけども、上総の方は一体型が難しい

のかな、隣接型になるのかなと。小中一貫で９学年になると、ひとつのプールで

はなかなか授業も進められないかなと思います。また、特にひとつである必要は

ないとも思います。 

久留里だったら特に小中学校が近いのでそれもいいかなと思いますし、小櫃に

関しても、そんなに小学校も中学校も離れていませんので、どこでも５分以内程

度になるので、それはそれで構わないんです。ただ、本当にもう少ないクラスが、

１クラス３人とかじゃいけないと、本当に５０人くらいまで、５、６０人までも

って行くなら、４つをまとめていただければという、これは私の個人的にも保護

者としての希望でもありますけども、早くそういった多い人数で学校に行かせた

いという希望があります。どうせなら、併設型で小学校中学校一緒になってしま

えば中学校には中１のギャップっていうのが、ギャップっていうのは無くなって

いくんじゃないかなと思います。 

【座 長】 
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 ご意見ということでよろしいですか。他に何かございますか。はい、Ａ委員。 

【Ａ委員】 

 全く、今までの前の２人の意見と全く逆になると思うんですが、君津地区に住

んでいて、その感覚でちょっと意見述べさせていただくと、元々学校が増えてい

ったっていうパターンを逆に考えてみたら、人口が増えてきて児童数が増えてき

たから学校をどんどんどんどん増やしていったと思うんです。 

それと全く逆なパターンになって、ピーク時の半分しかいなくなったから当然

学校の統合なんかの話も出て、今、こういう意見を述べているところですが、そ

の原点に立ち返ってみると、例えば南子安小学校の場合だったら北子安小学校の

子どもたちも、北子安小学校できる前は南子安小学校に通っておられたと思うん

で、そういうパターンで見ると離れたところの話じゃなく、君津地区の学校の再

編なんかも、北子安小学校が建ってる土地が、全部借地で一生懸命それにお金を

払って、つぎ込んでるっていうことは言葉が悪いんですが、そういうことも考え

たら北子安小学校と南子安小学校の統合とか、そういうのも大いに考えてみる価

値があるんじゃないかと思います。 

【座 長】  

 市街地だとか、山間部とかそういうのことではなく、現況を考えながら再編をし

てもらいたいということでよろしいですか。事務局の十分頭に入れて、考え方を作

っていただければと思います。 

他に何かございますか。 

よろしいですか。大丈夫ですか。 

それでは他に質問などがなければ、次の議題に移らせていただきたいと思います。

それでは、議題の（５）キャリア教育について事務局から説明をお願いします。 

【縄谷主幹】 
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＜説明概要＞ 

 キャリア教育が必要になった背景というのは、大きく社会的な課題、個人的な課

題に分けられて、例えばここに示したのは一例でございますが、ニートやフリータ

ーの増加というフレーズは聞いたことがあるかと思います。早期離職者、若い人が

早く辞めてしまう、中卒、高卒、大卒、若者たちに目を向けますと、いわゆる勤労

観、職業観の未熟さ、コミュニケーション能力の低下、などがあげられております。

このような背景から、学校教育もキャリア教育の推進が求められるようになってき

たわけです。 

文部科学省では、ひとりひとりの社会的、職業的自立に向けて、必要な基盤とな

る能力や態度を育てることとしております。育てたい能力を、基礎的、汎用的能力

とし、これは調整力、実行力、思考力、計画力の４つの能力によって構成されると

いうところです。これらの能力は子どもたちの生きる力に直結しており、生きてい

くのに必要な力ということはお分かりになると思います。 

次に、君津市の進めるキャリア教育とは、大きく３つの柱で現在事業を推進して

おります。 

１つ目の柱が、小中学校の連携です。キャリア教育の内容の継投性を図るために、

学年間や中学校区での連携を今現在行っております。 

２つ目の柱、これは地域の特性を生かす、というところです。地域の特性に触れ

る実践を行って、いわゆる郷土愛につながるキャリア教育を実践していきたいと各

学校で推進しているところです。 

３つ目の柱が、いわゆる子どもたちの社会的資質の向上、という部分です。学校、

社会において大切なことを確実に産み付けられるようなキャリア教育というもの

を推進しております。 

以上、職業体験などのいわゆる限定された活動だけでなく、本当に各教科、道徳、



 

16 
 

その他の全ての教育活動を通して実践していくことが大切であると考えています。 

キャリア教育には、これからの社会を支える人づくり、というようにとらえ、い

わゆるキャリア教育を通して君津市の未来を支える人材育成ととらえながら、実施

してい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。 

それでは前回の会議の時にも話に出ておりましたけれども、キャリア教育という

ことについて、今、事務局から説明をいただきました。この件に関して、何かご質

問やご意見等があれば、お願いしたいと思います。 

いかがでしょうか。よろしいですか。 

【Ｃ委員】  

はい。 

【座 長】 

 はい、Ｃ委員。 

【Ｃ委員】 

 先日、ある高校の学習発表会とかミニ集会とかっていうのがありまして、ちょっ

とそこに顔出してきたんですけども、基礎学力を学んでるだけじゃなくて、より社

会に出てからの実践的なことを学びましたという発表がありまして、私が高校の頃

に経験したものと比べると随分違って良くなってるなっていう感想を持ちました。

それを更にもっと低学年でやっていこうっていうように理解しまして非常にいいこ

とじゃないかなっていうように考えました。 

【座 長】 

 はい、ありがとうございました。他に何かございますか。 

よろしいですか。 
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【座 長】   

他に質問などがなければ、次の議題に移りたいと思います。 

議題（６）先進地視察について、事務局から説明をお願いします。 

【開田企画総務係長】  

＜先進地視察について、視察先の加茂学園の現状、開校までの経緯、通学方法、視

察行程などについて説明＞ 

【座 長】   

はい、ありがとうございました。せっかくの機会ですから、是非ご都合をつけて

視察に行っていただきたいと思います。 

何かご質問のある方がいらっしゃいますか。 

【Ｄ委員】 

 はい。 

【座 長】 

 Ｄ委員。 

【Ｄ委員】 

向こうで応対してくれる方はどういった方々ですか。 

【縄谷主幹】 

 基本的には加茂学園の校長、副校長、教頭、というような管理職の方々が対応し

てくださいます。 

【Ｄ委員】  

先ほど説明の中にも実際話が出て、５年経っているわけですね。その間に自治会

長の会議とかありました。ですから、教育の現場にいらっしゃる皆さんからお話を

聞くのはもちろんそれはそれで結構です。ただ、実現に至るまでの間、地域の皆さ

んとどのような話がされて、どういった経過があったかってことも知りたいもので
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すから、できればその５年間の自治会長さんとか、大いに関与した、関係した地域

住民の皆さんの代表者の方でも結構ですので同席していただければいいかと思っ

ておりますがいかがでしょうか。 

【座 長】  

 なかなか難しいでしょうから、今の質問というかたちで出していただいて、その

５年間に渡る経緯を、どこまで具体的に書けるかどうか解りませんけど、そういっ

た資料をいただくという方向で考えていただいたらいかがですか。 

自治会長さんも変わっていらっしゃるでしょうし、その方々をわざわざ呼んでそ

の場でお話を聞くっていうのもちょっと、なかなかやりづらいと思います。そうい

う資料は多分残ってますでしょうし、ご用意していただくような要請をしていただ

くという形でよろしいですか。 

【Ｄ委員】 

 はい、それで結構です、よろしくお願いしたいと思います。 

【座 長】 

 他に何かございますか。 

よろしいですかね。 

はい、それでは質問等ないようですので、議題の（７）に移りたいと思います。

今後のスケジュールについて、事務局からご説明を願います。 

【開田企画総務係長】 

 はい。それでは今後のスケジュールについて私のほうからご説明をいたします。 

まず、次回の会議のご案内でございます 

次回の会議は１１月２５日（水）午後３時から、会場はお隣の生涯学習交流セン

ター ２階の２０１会議室で行いたいと考えております。 

会議の内容ですが、今日お示ししました学校再編基本計画・マスタープランに 
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具体的な再編メニューを入れ、ご説明し、ご意見をいただきたいと思いますので、 

よろしくお願いいたします。 

次に、学校再編地区説明会について、添付している資料は、今週末に自治会の

回覧板で回覧される予定となっております文書になりますが、第１回目の学校再

編地区説明会を実施いたします。 

今回は、学校の現状等についてご説明をさせていただきまして、皆様から様々な

ご意見をいただきたいと考えております。委員の皆様におかれましても、大変お忙

しいことと思いますが、ぜひ地域の皆様とともに、会場に足をお運びいただけたら

と考えておりますので宜しくお願いいたします。 

【座 長】   

はい。ただいまの事務局からの説明に対しまして、委員の皆様から、何かご質問

等ございますでしょうか。 

よろしいですか。質問ご意見などがないようでしたら 

【Ｃ委員】 

 はい、あります。 

【座 長】 

 Ｃ委員。 

【Ｃ委員】 

初回の説明会、現状を説明するだけっていうことなんですが、そうすると我々が

一回一回の会議の時に現状っていう部分だけ、気づいたことがあったんですけど、

あそこのほうだけというのは、もうちょっとその先の基本的なところとか、そうい

うのは一切触れずに終わってしまうということですか。 

【開田企画総務係長】 

 あくまで個別の学校の何処と何処をくっつけてとか、そういったお話は今回では
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ありません。 

【Ｃ委員】 

 そういうつもりはないと思うんですが、統合とか一貫とか考え方とか、そういっ

たものは一切なくて現状、こういうように半分に生徒が減ってますってあたりで終

わってしまうわけですか。 

【開田企画総務係長】 

 そうですね。子どもの数が減っておりまして、例えば、単学級が・・ 

【教育部長】 

今の地区説明会の話でございますが、地区説明会におきましては、先ほど開田か

らも説明がございましたけれども、第１回のこの会議でお示ししました、市の全体

の状況をお話します。なおかつ、各地区、１１の地区、中学校単位でやっておりま

すので、その地区の学校の状況を説明させていただきます。 

もうひとつ、今、有識者会議の中でやっております基本方針までの部分につきま

しては、その会場の中でも説明させていただきます。もちろん、今まで学校再編メ

ニューということで、小中一貫校とか、キャリア教育とか、いろいろお話してまい

りました。そこらへんについても地区説明会の中では説明していきたいと考えてお

ります。 

【座 長】 

 Ｃ委員、よろしいですか。 

【Ｃ委員】 

はい、ここで聞いたことは自治会長レベルの人たちには、情報として流していま

すので、相当の部分ご存知なので、そのへんの質問が出ると思いますのでよろしく

お願いします。 

【座 長】   
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他に何かございますか。よろしいですか。ないようでしたら、これで本日の議題

はすべて終了となりました。 

議題の（８）その他になりますが、委員の皆様なにか、全体的なこととか、その

他、何かございますか。 

では無ければ事務局のほう、よろしくお願いします。 

【教育部長】 

慎重なるご審議、貴重なご意見を賜りまして、ありがとうございました。 

以上をもちまして、第３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、長時間にわたりまして、まことにありがとうございました。 

 


