
 

４回 君津市学校再編有識者会議（概要） 

 

日時：平成２７年１１月２５日 午後３時 

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４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、藤平委員、三幣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。 

それでは、ここで議題に入るところですが、山口教育長より申し出がありま

したので、ご挨拶をいただきたいと思います。 

【山口教育長】  

皆さんこんにちは。座長のお許しがございましたので、私のほうから若干お

話ししたいと思います。まずは第一回目の学校再編地区説明会、１１中学校

区での、主な意見を少しご紹介いたします。１回目は、保護者・地域の皆さ

んと、本市の学校の現状、それから課題を共有して今後の学校がどうなって

いくかということについて、率直なご意見ご提言をいただくのが目的です。

そのため、最初にどことどこの学校を統合するとか、具体的な提案はいたし

ませんとお断りしてから、説明に入ってございます。主な意見としましては、

「切磋琢磨できる教育環境は子どもたちの成長にとって大変重要である。子



 

どもたちのために再編を進めていってください。」という賛成の意見。それか

ら、「基本方針は誰も異論を唱えない、私も賛成する。しかし自分の学校とな

ると話は別だ。」との、総論賛成、各論反対のご意見。それから「再編・統合

によって学校がなくなるということは、地域コミュニティの衰退につながる。」

という意見。これはどちらかというと、地域のＯＢの方が多かったように感

じました。それに対し、子育て中の家庭からは「逆に小規模のままだと教育

に不安を感じて、この地域から人がどんどんいなくなってしまう。もう明日

にでも統合してくれ。」というようなご意見。それから、説明会自体について、

「多くが参加できるように、開催日、開催時間、あるいは周知の方法をもう

少し考えてくれないか。」というご意見。また「当事者である子どもたちの意

見を聞いてくれ。」というようなご意見もございました。今回は、平日の午後

六時半という時間帯から始めたわけでございますが、夕食時と重なってしま

ったという事情もご指摘されまして、保護者・子育て世代が少なかったよう

な感じもしました。ですので、２回目は休日に設定しようと考えております。

それから、「再編の具体案が決定される前に、こうした説明会を開催してくれ

ることを大変評価する。」という意見が複数ありました。私も、今まで県でも

やってきたんですが、こういうのは決定してからパブリックコメントの時点

で案として出すというのが行政の手法です。ところが、本当に素案中の素案

から出してしまう、これはたぶん全国的にも珍しい手法、いわば君津方式と

いうような気持ちでやっております。それから、参加者はどうしても具体的

な案を聞きたいという願望が強いため、やや消化不良気味という感じがしま

した。２回目は、１回目のご意見あるいはご提言を踏まえて、やや、構想案



 

的なもの、当方の考え方をお示しするというようなお約束をして、第１回目

は終わっております。 

次に、本日マスタープラン、これを検討資料という形で示しております。

まだ本当に荒削りでございまして、委員の皆さん、あるいは説明会・アンケ

ートなどによる市民の方々のご意見、また議会での議論を踏まえまして、ブ

ラッシュアップしていきたいと思っております。したがいまして、今日の再

編メニューの中に、目標数値等も一応カッコ書きでいれてございますが、ま

さに意見を聞いている、というわけですから、現時点ではまだ確定していな

いものだ、ということでご理解いただきたいと思っております。マスタープ

ランは今年度中に策定するという予定でございまして、それに向けて頑張っ

ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

それから、君津市の教育大綱、これは本市の教育の目標、あるいは施策の

基本的な方針であります。新しい制度である総合教育会議というものがこの

４月からできました。市長が主催するんですが、その会議で市長と、教育委

員会の委員が協議して策定したものでございます。策定の主体は、鈴木市長

であります。私としては、この大綱について、本市の教育振興基本計画であ

る「きみつ教育 創・奏５か年プラン」に掲げる普遍的な考え方との整合性

が取れておりまして、大変バランスのとれたものだと評価しております。６

番目に、子どもたちのよりよい学校づくりという項目がありますが、これは

まさにこの学校再編をしていくんだ、というところをお示ししたものござい

ます。この点については、市長に大変感謝しております。今後は、この大綱

にうたわれていることをしっかりと受け止め、本市の教育の発展に努めてま



 

いりたいと考えております。以上３点ほど報告させていただきました。今日

も率直なご意見をいただければと考えております。ありがとうございました。 

【座 長】  

ありがとうございました。それでは、早速議題に入っていきたいと思いま

す。議題（１）前回議事録の確認について、前もって皆さんに会議録をお渡

しし、ご確認をいただいていると思いますが、何か修正すべき点はございま

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。 

 続いて、議題（２）学校再編基本方針の決定について、事務局の説明をお

願いします。 

【開田係長】  

本日お配りした資料の確認をさせていただきたいと思います（略）。 

＜資料に基づき、加筆箇所を説明。＞ 

【座 長】   

事務局の説明に対しまして、質問などがなければ、次の議題に移りたいと

思います。 

【委 員】 

（特になし。） 

 



 

【座 長】 

議題（３）先進地視察の報告について、事務局から説明をお願いします。 

【開田係長】 

＜資料に基づき、市原市立加茂学園の視察結果について、設立の形態、児

童生徒数、施設、費用、スクールバス等の遠距離通学者対策、カリキュラム・

教育課程、コンセプト、メリット・デメリットなどを説明。＞ 

【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】   

小中一貫校のイメージがなかなかできないが、職員・ＰＴＡ委員など組織

的な部分やカリキュラムは、具体的にどうなのか、また今後の小・中統合に

ついては、やはり加茂学園を１つのモデルとして進めていくのか。 

【座 長】  

では、学校の組織的なことに関してまずお答えいただけますか。 

【縄谷所長】 

まず簡単に言いますと、職員室はひとつです。学園の校長と副校長に教頭

が２人、小・中管理職が２人ずつで４人。職員室の中は、普通であれば小学

校６年生分の職員集団と、中学３年生分の職員集団がありますが、加茂学園

は、小学校１年から４年までのグループ、小学校５、６年の先生と、中学校

１年の先生のグループ、中学校２、３年の先生のグループ、といったかたち

で、ＰＴＡ委員も校歌も１つで運営されているということです。 



 

【座 長】  

私も行きましたが、そういう説明を受けてきました。今までとはちょっと

組織が違う。「６－３制」ではなくて「４－３－２制」、前期、中期、後期の

３つのブロックに分かれてやっていて、中学校の先生が小学校の授業に行く

こともある、というようにおっしゃっていました。 

【縄谷所長】  

授業の件も追加で説明させていただきます。基本的に学園で一体になってい

ますので、小中兼務発令。ただ免許の関係がありますので、小学校の先生が

中学校には、理科と体育の授業に出向いている、ということです。ちなみに

中学校の教員に関しては、５、６年が教科担任制になっていますので、中学

校の教員が多く関わっている、というようなことがございます。 

【座 長】  

２つ目の、加茂学園をモデルにするか、という部分。 

【縄谷所長】  

既存している加茂中学校に、小学校が４校入る、というたちでしたので、

本市が目指している再編のモデルになるかどうかも含め、今検討していると

ころでございます。これも一例として捉え、視察に行ってきた、という次第

でございます。 

【座 長】  

他に何かご質問、ご意見等ございまか。 

【Ｂ委員】  

資料に書かれている、合同の行事等が増えて先生方が忙しいという評価、



 

これは小規模校のデメリットとして、我々整理をしてきた項目だと思う。こ

ういうところに逆に出てくるのは、おかしい気がするが。 

【縄谷所長】  

今まであった小学校ならでは、中学校ならでは、の行事のほか、せっかく

の一貫校ですから、合同の行事もいくつかやりながら、先生方がちょっと行

事に追われている、といったものが最初のうちはあったと聞いております。 

【Ｂ委員】  

わかりました。 

【座 長】  

他に何か。 

【Ｃ委員】   

過日の視察で、１年生だと思うが、英語の授業を一生懸命やっていて感激

した。よく１年生から英語をやるな、と。あれもひとつのカリキュラムなの

か。 

【縄谷所長】  

丁度、訪問した際の教頭が中学校の英語の先生だったのですが、やはりそ

ういった小・中の教員の歩み寄り、一貫校の良さを生かした活動をしている、

ということです。 

【Ｃ委員】  

わかりました。 

【座 長】  

他に質問等がなければ、次の議題に入っていきたいと思います。続いて議



 

題の（４）学校再編地区説明会の報告について、事務局から説明をお願いし

ます。 

【植田係長】  

＜資料に基づき、市内１１中学校区で開催した学校再編地区説明会につい

て、参加者数、主な意見・要望について報告。＞ 

【座 長】   

ただいま事務局から地区説明会についての説明がございましたが、何か質

問等がございましたらお願いします。 

【Ｄ委員】   

自分も説明会に参加したが、やはり開催日を知らなかった人もいる。また子

育て世代の意見を聞けるよう時間帯や曜日を変えたり、インターネットなど

様々なかたちでいろいろな方から意見を聞いていただけるとよいと思うので、

その辺の検討もお願いしたい。 

【座 長】  

ご意見ということで。事務局も承知はしていると思いますので、ぜひ検討し

ていただきたい、と思います。ありがとうございます。それでは、他に。 

【Ｅ委員】  

地区説明会では、学校再編は地域の伝統や文化の衰退に繋がり、過疎化を加

速させるとの意見や、その地域の学校にこんな特色があるから一家で移住し

てきた、との意見もあった。地域の活性化と学校再編の両立を十分考慮して

いただきたい。 

 



 

【座 長】  

今のご意見に対して、事務局から何かございますか。 

【荒井次長】    

学校には、地域コミュニティの核としての役割があることは十分承知してお

ります。ですので、学校再編において統合となる場合も、それぞれの地域の

文化や伝統を、対等の立場で継承しながら地域活性化に繋がるまちづくり施

策を、全庁的に検討してまいりたいと思っております。 

【座 長】 

 他に何かございますか。 

【Ａ委員】  

 子どもの声も聞いてほしい、という意見がいくつか出されていたが、これ

に対して、どのような対応をしていくのか。また今後のスケジュールだが、

あとどのくらい説明会があって、いつ素案を示すのか。 

【座 長】 

 それでは最初の１点目。子どもの意見を、ということに対して、どのよう

に対応していくか、に関して。 

【宮﨑課長】 

本市には、中学校の生徒会役員たちが集う、合同生徒会事業というのがござ

います。前回、先生方の会議があった時に、そういう場を使いながら、子ど

もたちの意見を集約していきたいということをお願いしてございます。ひと

つの手立てとして、合同生徒会の子たちを中心に子どもたちの意見を吸い上

げていこう、と考えています。 



 

【座 長】 

 スケジュールに関してはあとでまた議題の時に出てきますので、その時に

説明をお願いしたいと思います。他に何かございませんか。 

【Ｃ委員】 

今後の説明会では、より多くの人たちが参加できるようにした方がいいと思

うが、この会議の中に、各地区の自治会長５人が出席しているので、あらか

じめ、説明会の日程や場所等をお知らせいただければ、自治会連絡協議会の

組織をもって、上総、小糸、清和、小櫃からさらに一歩行った自治会別に、

きちんと周知することができると思うのでよろしくお願いしたい。 

【Ｂ委員】 

 ちょっと、関連で。 

【座 長】 

 はい、Ｂ委員。 

【Ｂ委員】 

 学校に通っている子どもの保護者だけでなく、小さいお子さんのご家庭と

か、保育園などの保護者にも知らせてほしいとの声もあったので、今回の連

絡のしかたについてどうだったのかお聞かせ願いたい。またもう一度見直す

必要があるのでは、と思う。言っていただければ、我々もやれることはやり

たいと思うので、ぜひよろしくお願いしたい。 

【座 長】 

 宮﨑学校教育課長。 

 



 

【宮﨑課長】 

 １回目は、自治会の回覧板、広報きみつ、市のホームページ、更には市教

委から保護者あての文書を学校を通じて渡しておりましたが、説明会の折に

も、回覧板を見なかった、という若いお母さん方が何人もいて、そこは再度

丁寧にもう１度対応したい、と思います。また、２回目からは、保育園、幼

稚園からも文書を出していただけるように資料を提供し、就学前の保護者に

も周知徹底を図っていこう、と思っております。更に第１回は、平日の夕刻

でございましたので、今度はお休みの日を使って、お母様方等が出やすい時

間帯を設定して、第２回を行うつもりでいます。更に皆様方のご意見の中で、

自治会のほうでも協力できることがあれば、というお言葉をいただきました

ので、前もってそういう資料を確認方々していただく等の策を検討していき

たい、と思っております。 

【座 長】 

 ありがとうございます。はい、Ｆ委員。 

【Ｆ委員】 

 自分の地区には、３０の自治会があり、各自治会から要望事項などがあが

ってくるが、その中で、２件ほど教育懇談についての要望があった。今週末

に予定している地区の行政懇談会において、今日得た知識を含めて、各自治

会長に説明をしようと思う。今後も要望等があがってきたら、教育委員会に

もお訊ねすることがあると思うので、よろしくお願いしたい。 

【座 長】 

他になければ、続きまして、議題の（５）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。 

【植田係長】 

 ＜資料に基づき、学校再編基本計画の検討資料について、計画策定にあた

っての趣旨と性格、基本計画の構成、再編についての基本的な考え方、再編

スケジュールのイメージ、適正規模と通学区域・小中一貫教育・コミュニテ

ィスクール・国際理解教育・インクルーシブ教育・キャリア教育・スポーツ

教育推進校など活力ある魅力的な学校づくりのための再編メニューについて

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、質問やご意見

などがございましたらお願いします。  

【縄谷所長】 

 １点だけ訂正をさせてください。 

【座 長】 

 はい。 

【縄谷所長】 

 大変申し訳ありません。基本計画の資料の１８ページの適正規模、適正配

置ですが、基本方針のもとでは、中学校は６～１８としておりましたけど、

ここの上限が１２となっておりましたので、これは本冊のほうも、このパワ

ーポイント資料も６～１８というところで訂正させてください。申し訳あり

ません。よろしくお願いいたします。 

 



 

【座 長】  

 よろしいでしょうか。それでは、質問・ご意見についてお受けしたいと思

います。 

【Ｇ委員】 

 将来的にはすべての学校で、どれかにあてはまるような特色ある教育や、

地域の特色を生かした教育を実践していくということになるのか。 

【座 長】 

 宮﨑学校教育課長。 

【宮﨑課長】 

 全ての学校に、なんらかの再編メニューを設置するというようには基本的

に考えておりません。特色ある地域、また学校を選択しながら対応をしてま

いるつもりでいます。 

【Ｇ委員】 

 特色ある教育を進めていく中で、学校の活性化を図る。ぜひ教育委員会で、

学校長の意見等も聞きながら、推進していただければ大変ありがたいと思う。 

 また、意見だが、通学区域の見直しの部分、通学距離の目標に４キロや６

キロ、通学時間６０分以内という文言が入っているが、具体的な数字をあげ

てしまうと、それに縛られてしまうのではないか、というのが一点。また、

キャリア教育の中に、ボランティアという単語がでてきたが、今後、カリキ

ュラムの中に、ボランティア活動のようなことを積極的に取り入れていく方

がよいのではないか、と。全市的、全県的、全世界的に見ても非常に重要で

あると感じるし、市の教育大綱３番目にも、人を思いやる心という部分があ



 

る。大きな災害等が予想される中で、小学校高学年から中学校にかけては、

ぜひ、ボランティア教育を何らかの形で盛り込んでいくことが必要ではない

かと考えるので、よろしくお願いしたい。 

【座 長】 

 ご意見ということでお話をいただきましたが、検討事項に加えていただけ

たら、と思います。他にご意見、ご質問等ございますか。 

【Ｄ委員】 

 再編会議も４回目となり、具体的な形が示されてきた。小中一貫、コミュ

ニティスクール、インクルーシブ教育などいろいろなメニューが盛り込まれ

ているが、そろそろ具体的にどの学校にするのかなどの想定はあるのか。 

【座 長】 

 宮﨑学校教育課長。 

【宮﨑課長】 

 現在学校再編の基本コンセプトの実現に向けて、今様々な条件整備をして

いるところであり、学校の状況も勘案し、決定していくものだと考えており

ます。そういう中で、重要な要因として、学校再編との兼ね合いもあげられ

ますので、今後、特色がある取り組みにつきましては、今、いろんな学校関

係者、地域の方々にこういうメニューがあるというのをお示ししていくとこ

ろです。ついては、より効果的に導入できる学校、そんな選定を今後してま

いろうと思っています。 

【座 長】 

 現状はそういうところなんですよね。よろしいですか。 



 

【Ｄ委員】 

 はい。 

【座 長】 

 他に。 

【Ｂ委員】 

 統合や小中一貫といったような再編をまず行い、その次に、まとまった学

校の中のどこかに、特色のある教育方針をやってみて、その成果は、公平感

を持てるようにほかの学校にもわけ合う。そのように理解をしていたのだが、

この資料を見ると、再編と、特色のある学校のメニューが並列的に書かれて

おり、再編が先なのか、それとも再編と並行して特色のある教育をぶつけて

いくのかがよく見えてこない。一番最初はこの学区の問題とか適正の問題を

もって行って、そのあとに、地域的・文化的なことを踏まえて特色のある教

育をやるのか、もしくは、もう既に地域性か何かを考えながら、特色がある

教育というのを含めて再編を考えていくのか、その順番というか、流れがわ

かりづらいのだが、どうか。 

【座 長】 

 教育長、いいですか。 

【教育長】 

適正規模、適正配置、これは統合の話でございます。学校再編、学校改革は、

トータルで考えておりまして、再編のメニューのひとつ、活性化のひとつに、

統合があるというお考えをしていただきたいと思います。他にも、小中一貫

教育とタイアップというか、合体するっていう場合もありましょうし、ある



 

いはスポーツの推進校っていうことで、活性化をめざしていくという考えも

ございまして、我々は、メニューは並列と考えて、こういう並びにしたわけ

でございます。ただ、１番大きなエネルギーのいる仕事はやっぱり統合です

よね。ですから、それを１番先に持ってきている、ということです。たとえ

ば、既に適正規模を保っている学校では統合は考えづらいわけですから、そ

こをどうやって活性化していくか、という話で、何らかのメニューを導入し

ていく、というような考えでございます。見えてこない、という話、内部で

また検討したいと思いますが、そのようなコンセプトで、まずは統合、適正

規模・適正配置ですね、再編の活性化のメニューとして、並列で並べたい、

ということです。また、今日のご意見、大変貴重なものですから、また、検

討してみたいと思います。ありがとうございます。 

【座 長】 

 最終的には、学校の活性化が大事であって、その中に、当然適正規模でな

いところは、統合や再編があり、また逆に適正規模の学校に対しては、今後

いかに特色ある教育をしていくか、ということを同時に進めながら、最終的

に学校の活性化を図る。そういうとらえ方でよろしいんですかね。ご意見と

して聞いていただいて、それも頭に入れながら、今後の基本計画を作ってい

っていただきたいと思います。はい、Ｆ委員。 

【Ｆ委員】 

 最近、東京の方でも教育に関するニュースがたくさん耳に入ってくる。小・

中・高まで統一した教育体系だとか、英語やスポーツに特色をもたせた学校

をいくつつくるとか、特に東京オリンピック・パラリンピックなどもあって



 

尚更一生懸命だと思うのだが、そういった時代の流れというか、先に進んで

いくことも非常に大事であると思うので、ぜひ、後戻りしないような前向き

な考えで進めていただきたい。 

【座 長】 

 ありがとうございます。ご意見ということで。他に何かございますか。は

い、Ｈ委員。 

【Ｈ委員】 

 この学校にはこのシステムでやっていく、という考え方はちょっとおかし

いんじゃないか、と。地域性等はあるが、子どもの教育は平等であるべきだ

し、国際理解教育、この英語教育は、特に全体的に力を入れてもらいたいの

で、特色を逆に出さないでほしいな、と。市内の子どもたちは、みな一緒の

教育を受けなければおかしいと思うので、できれば平等・公平にやっていた

だきたいと思う。 

【座 長】 

 宮﨑学校教育課長。 

【宮﨑課長】 

 教育の公平性、平等性ですが、我々が今からやろうとしている、英語教育

なら英語で特色を出す、というものは、その成果を全ての市内の学校へ発信

するための拠点校、というような意味合いで考えています。ここだけが英語

ができる、という狭義的な発想ではなく、そこであがった成果を市内の学校

の児童・生徒全てに普及できるように対応していく、そういう発想でいます。 

 



 

【座 長】 

 タイトルだけ読むと、なんとなくそこだけが、みたいな感じもするので、

説明だけはね、しっかりとお願いをしたいと思います。他に何か。 

【Ｃ委員】  

 再編成イコール統合すべきところは統合し、適正規模に達しているところ

は別にする必要はない、というように解釈すれば一番わかりやすいのではな

いかな、と思う。そこで質問だが、現在適正規模に達していない学校のうち、

特に複式学級を採用している小学校はどことどこか。それは何年生が一緒に

なっているのか、またそれぞれの授業時間は何分ずつか。 

【座 長】 

 宮﨑学校教育課長。 

【宮﨑課長】 

 その細かい資料が手持ちになくて迂闊なことは言えないんですが、現在、

複式を採用しているのは坂畑小と三島小です。例えば２年生と３年生が一緒

の場合であれば、こちら側で２年生の授業をしながら、あちら側では３年生

の授業をします。同じ４５分という時間の中で対応するわけですから、例え

ば、こちらの２年生を教えている時には、３年生はプリントを使いながら学

習を進めて、また次の学年のほうに戻って指導する、と。そういう１コマの

中で対応しています。 

【Ｃ委員】 

 そうすると４５分の授業の内、半分の時間は先生から授業を受け、残りの

半分の時間はプリントで自習をしてる、これが実態ということか。 



 

【座 長】  

宮﨑学校教育課長。 

【宮﨑課長】 

 そういうと非常に語弊があるんですが、そうではなくて複式の授業の場合

にも、必ず教えるべき内容のものは学習指導要領に則ったもので対応してい

きますので、何分だから授業時間が足らないんじゃないか、ではなくて、４

５分の中で、教師が主導で教える時間、子どもが主導で考える時間、そして

最後まとめる時間、というようなかたちでやっておりますので、授業におい

て、そういう時間的なものでの支障は出ていないという報告は受けています。 

【Ｃ委員】 

 今回の再編、よりよい教育を考えているということで、複式学級は解消さ

れてしかるべきだと思うが、どうか。また、へき地校に指定されている学校

については、どうか。 

【座 長】 

宮﨑学校教育課長。 

【宮﨑課長】 

 ご指摘の通り、資料の１８ページの適正規模、適正配置の欄のところに示

してございますように、統合については、複式学級や単学級といった学校へ

の対応が急がれますから、まずはそこにターゲットを絞って対応をしていき

ます。へき地指定校に関しましては、今本市では１小学校ございますが、様々

な規程がございますので、その中でへき地指定を指しながら、その地域がど

うのとか、その学校の学区の児童がどうのというような発想はございません



 

が、我々の視点は、複式解消、単学級の早期適正規模化、それを狙っており

ます。 

【Ｃ委員】 

 わかりました。ありがとうございました。 

【座 長】  

他に何かございますか。 

【Ｇ委員】 

 小規模校のデメリットについて、学校運営の視点からという表の中で、学

校行事等で卒業アルバムや修学旅行などの保護者の負担が、という部分。大

規模校でも負担金はあるわけだし、その金額の多寡がどうかというのは削除

したほうが良いのでは。また、先生方の一人あたりの校務分掌が多く、それ

に伴って出張回数も増えて負担が大きいという部分については、校務分掌が

多く、出張の回数も増え、児童の指導にあてる時間が少ないと、子どもの視

点に立った表記のほうが適切ではないか。 

【座 長】 

 はい、ありがとうございます。貴重なご意見だと思いますので、是非検討

をお願いしたいと思います。他に何かございますか。 

【Ｂ委員】 

 再編スケジュール（イメージ）の表の中で、一次、二次、三次プログラム

と、矢印がひかれている。この見方について、もう少し解説をしていただけ

ると、と思うが。 

 



 

【座 長】 

 先ほど説明がありましたけれどもう少し具体的に、ということで。宮﨑学

校教育課長。 

【宮﨑課長】 

 今、様々な実施プログラムを検討中です。単年度の中で合意形成できるも

のも、５年かかるものもあると思います。ひとつの目安として、また内容に

よっては、年度が様々なかたちでまたがっていくものもございますので、こ

れは今後、また検討してまいります。 

【Ｂ委員】 

 よろしくお願いします。 

【開田係長】 

 第一次、第二次、第三次プログラムとは何か、という部分については、す

べての学校の再編を一度にできれば一番いいんですが、財政面等もあると思

います。その中で、より優先すべきところの学校再編がまず第一次にくるん

じゃないか、と思っております。その第一次プログラムを完結させるにはど

うしても３～４年はかかる、というのが第一次プログラムの一本目の矢印の

イメージでございます。これはあくまでもイメージなので、それが３年で短

くなるか、あるいは５年、６年かかるかもしれません。それはちょっと今の

時点ではまだ第一次プログラムできておりませんので、なんとも言えないと

ころだと思います。 

【Ｂ委員】 

 一次と二次では、対象校が違うということか。 



 

【開田係長】 

 そうですね。そして、第一次プログラムがある程度、その計画が固まった

時点で、次の第二次、第三次と、次へ次へと学校の再編を広げていくという

ようなイメージを表した図でございます。 

【座 長】 

他に何かございますか。なければ、（６）の今後のスケジュールに移りたいと

思います。それでは、事務局から説明をお願いします。 

【植田係長】 

 基本計画について本日、皆様に検討資料を提示させていただきました。本

日皆様からいただいたご意見、教育員会議でも同様にご意見をいただきなが

ら、更にその内容を深め精査したものを素案として、次回１２月の有識者会

議でまた提示させていただきます。 

 この素案を元に、１～２月頃にパブリックコメントのようなかたちで、広

く市民からお考えをいただきながら、一方で、対象・手法については現在検

討中ですが１２月以降にアンケート調査を、さらに各地域に向けた意見交換

会や説明会を同時進行で行いながら、最終的に今年度中に、学校再編の基本

計画を策定していきたいと考えています。 

現時点で決定しているのは、第２回目地区説明会とパブリックコメントの

同時進行ですが、タイトなスケジュールではございますが、１月の下旬から

２月の中旬に予定している第２回目の地区説明会に、この素案をもってお伺

いし、実際に計画的なものをお話しながら地域の方のご意見を伺って、また

それを元に精査をして更に精度を高めていく、という流れの予定でおります。 



 

【座 長】   

続いて、議題の（７）君津市教育大綱について、事務局から説明をお願いし

ます。 

【荒井次長】 

 君津市教育大綱の内容について説明させていただきます。君津市教育大綱

につきましては、市長の教育に対する基本的な考え方をシンプルに表現した

ものになっており、構成につきましては、基本理念と基本目標の２本立てと

なってございます。まず、基本理念につきまして、本市の将来都市像であり

ます、人が集い活力あふれる健康都市きみつを実現するためには、教育分野

におきましては、人材の育成が必要不可欠であり、また君津市の活性化の原

動力は間違いなく人、人材であるという思いから、「まちづくりはひとづくり」

としてございます。次に基本目標でございますが、６つの柱となってござい

ます。うち、４つにつきましては、知、徳、体、そして郷土愛に関して、市

長の思いをわかりやすい言葉で表現した、子どもたちへのメッセージとなっ

ており、５番目、６番目につきましては、市の重要な取り組みとなってござ

います。子どもたちへのメッセージは、一生懸命勉強しよう、心と身体を鍛

えよう、人を思いやる心を持とう、そしてふるさと君津に誇りを持とう、の

４本、そして市の取り組みとしましては、家庭、地域、学校、行政が一体と

なって子どもを育てます、それから、子どもたちのためによりよい学校を作

ります、となっております。この各目標には保護者や市民の方に向けた解説

をのせているかたちとなってございます。今後、この君津市教育大綱につき

ましては、広報やホームページに掲載するなど、広く周知していきたいと考



 

えております。 

【座 長】  

事務局の説明に対し、委員の皆様から、質問やご意見などがございました

ら、お願いします。 

質問・ご意見などないようですので、本日の議題はすべて終了となりまし

た。議題（８）、その他について、委員の皆様からなにかございますか。 

【委員】 

（特になし。） 

【座 長】 

 事務局からは、いかがでしょうか。 

【事務局】 

（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いたします。委員の皆様のご協力に感謝申し上げます。

ありがとうございました。 

【教育部長】  

委員の皆さん、ご協力ありがとうございました。以上をもちまして、一切を

終了させていただきます。ありがとうございました。 


