
第５回 君津市学校再編有識者会議（概要） 

 

【座 長】  

ただいまから、第５回君津市学校再編有識者会議を開催いたします。 

 年末の大変忙しい時期でありますので、挨拶等は、省略をさせていただきま

す。 

本日は、全員出席ですので、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。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、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。 

【縄谷所長】 

座長。 

 



【座 長】 

教育センター所長。 

【縄谷所長】 

前回、Ａ委員からご意見をいただいた２点について、確認させていただき

ます。１つ目は、検討資料２の１９ページの通学区域の見直しの部分で、「通

学距離・通学時間についての表記を基準とすると、再編により統合した際に、

難しくなる状況があるのでは。」というご意見でしたが、あくまで目安であり、

統合等をする学校においてはこの範囲内で収まらないため、様々な観点から

通学支援策を検討してまいりたいと考えますので、本文はこのままで進めさ

せていただきます。２つ目は、１３ページの学校運営の視点でのデメリット

の部分ですが、「学校行事の卒業アルバムや修学旅行の負担金についての１文

は表現的に削除した方がよい。」というご意見に対し、小規模校だけではない

という観点から削除させていただきました。さらに、その下の「先生方の校

務分掌、出張回数での負担という部分は、子どもの視点で。」というご意見に

対しては、「子どもと関わる時間が減る。」という表現を追加させていただき

ました。このあと、先月からさらに作り込んだ基本計画の検討資料２につい

てもご説明しますが、文言の統一感、体裁等の修正につきましては、事務局

にお任せいただけるようお願いします。さらに修正を加えたものをパブリッ

クコメントにかけていく予定でございます。本日は、内容面でのご意見等を

いただければ幸いでございます。 



【座 長】 

 センター所長からの説明に対し、委員の皆様から質問や意見などがございま 

したら、お願いします。 

【座 長】 

 他に質問などなければ、次の議題にまいります。議題（２）君津市学校再編 

基本計画検討資料２について事務局から説明をお願いいたします。 

【植田係長】 

 ＜資料に基づき、学校再編基本計画について、構成及び基本的なコンセプト 

を確認し、活力ある魅力的な学校づくりの具体的方策としての再編メニューに 

ついて説明。＞ 

【髙橋課長】 

＜君津市の財政状況及び今後の見込みについて、社会情勢の変容や公共施設の

現状を踏まえ説明。＞ 

【座 長】   

ただいまの事務局からの説明に対し、委員の皆様から、質問や意見などがご 

ざいましたら、お願いをいたします。はい、Ａ委員。 

【Ａ委員】 

 いろいろな特色あるメニューの案が示されているが、どのようにして決めて

いくのか。地域の特色を考慮して教育委員会が決めていくのか、あるいは学校

長が地域と話し合って決めていくのか。 



【座 長】 

 事務局、お答えをお願いします。 

【縄谷所長】 

 再編、小中一貫、あるいはその他のメニューについては並列で進めながら、

各地区、それぞれの地域に合ったものを、こちらで原案としては考えていきな

がら、校長先生方、地域の方々も含めて、しっかりその辺のところは相談をし

ながら進めてまいりたいとは考えています。 

【Ａ委員】 

 わかりました。 

【座 長】 

 他に何かございますか。Ｂ委員。 

【Ｂ委員 】 

袖ケ浦や木更津と比べると、君津市は流入人口が非常に少ない。市として、

人口・子どもを増やすとか、君津市を盛り上げていくなど姿勢というものはあ

るか。 

【安部次長】  

 今、地方創生に基づく総合戦略というものを策定しており、子ども子育て環

境の整備をして、子ども・子育て世代の方に住んでいただくというような戦略

も練っております。合計特殊出生率を国が目指す数値に近づけていき、子ども

たちを増やしていきたいと考えているところでございます。 



【座 長】 

 いかがでしょうか。 

【Ｂ委員】 

 木更津や都市部と比べるとこの地域は進みが遅く、常に後手に回っているの

かなと。調整区域のこともあり、土地はあるが、なかなか住みたがるまちにな

らない。もう少し市のほうで考えていただいて、頑張っていただきたい。 

【座 長】 

 意見として頭に入れておいていただければと思います。他に何かございま 

すか。 

【Ｃ委員】 

 先ほどの財政状況の説明のなかで、この学校再編が公共施設問題の核となる、 

というような一言があったが、市の財政や、あるいは市の大きな取り組みの中 

での一部分として学校再編を考えていくべきではという感想をもった。 

【座 長】 

 高橋課長。 

【高橋課長】 

 核となるというのは、今後、公共施設の見直しを進める上で、学校施設は大

きなウエイトをしめていくことになりますので、必然的に公共施設の見直しの

中で関わってくるという意味での核ということです。お互い相関関係がある話

ですので、当然財政状況も関係ありますし、またこういったところで施設のあ



り方もご意見もいただいていきたい、というように思っています。 

【座 長】 

 よろしいでしょうか。他に何かございますか。 

【Ｄ委員】 

 今回の学校再編は、１７小学校、１１中学校を再編することによって、全て

適正規模の学校にしていくというのが基本的な考え方でよいかという確認が

ひとつ。そして、よりよい教育環境を実現していくためには、財政状況によっ

て基本的な目標が達成できないことの無いように是非お願いしたいと思うが、

その点についての考え方をお聞きしたい。 

【座 長】 

 では、最初は再編後、全ての学校が適正規模、適正配置になるのかというこ

とについて、教育委員会のほうからお願いします。 

【座 長】 

 はい、教育センター所長。 

【縄谷所長】 

 子どもたちのよりよい環境を目指す、ということで、やはり全て適正規模、

適正配置、これを目指すことも大事だと。そして、活性化を目指すのも大事、

そういったかたちを目指して、推進していきたいと考えています。 

【座 長】 

 あとはバランスということですよね。 



【縄谷所長】 

 はい。 

【座 長】 

 それでは、もう 1点。方針が出て学校を再編して、例えば、ここはこういう

ように直さなきゃいけないっていう話になった時に財政が足かせにならない

か。いかがでしょうか。 

【高橋課長】 

 再編にあたっては第１に子どもの教育環境の整備ということを考慮いたし

ます。しかしながら公共施設のあり方を検討する上で、当然にそれが効率的・

効果的な再編を実施するということで、無尽蔵にお金を使うんではなくて、今

ある施設、効果的なお金の使い方を考えていこうというものでございます。無

制限にお金を使っていこう、新しい施設を作ろうという考え方ではなくて、必

要に応じてそれが適正なものかどうかを判断して進めていこう、ということで

ございます。 

【Ｄ委員】 

 仰ることは解るが、今後、１０年、２０年、３０年先を見据えて現在君津市

の教育の 1番根本を変えていく、これだけの皆さんの英知を結集して、ひとつ

の方向性が出るわけなので、その時の市の予算の全てを教育のほうにかかるま

でいかないとは思うが、最大限の優先順位で実施してもらいたいと考えるが、

どうか。 



【安部次長】 

 やはり財政というのは限りのあるもので、入りがどの程度あるのか、また、

３年間なら３年間で、どれだけのお金がかかるのか、その中でどの事業を進め

ていくかを具体的に決めていくのがまちづくり実施計画であろうかと思いま

す。その中で、やはりこの学校再編というのは重要なウエイトをしめるところ

だと思います。その中で、他の、市の事業というのもございますので、優先順

位を含めながら、今後どういうかたちで学校の再編を進めていくのか。今後、

第１次の実施プログラムというスケジュールが出てくると思いますので、その

中でどう具体化できるのか、というものを含めながら、計画、策定にあたって

取り組んでいければと思います。この場で必ずやりますよ、というところまで

は申し上げられませんが、計画的な計画実施の中で議論しながら、子どもたち

のために事業を進めていければというように考えております。 

【座 長】 

教育長。 

【教育長】 

 統合した場合に、新しい土地を求めて新しい施設を造るかという観点でご質

問されている、そういうことですよね。 

【Ｄ委員】 

 それも含めて。 

 



【教育長】 

 今後も、少子高齢化というのは流れとしてはございます。その中で、新たな

敷地、これから資本投下して新しいものを作るというものも選択肢のひとつだ

とは思いますが、それが果たしてベストかということも考えなくてはいけない。

この会議の中でご説明し、議論した中で、既存の施設の最大限の有効活用とい

うものをうたっています。これは議会でもご説明しておりますが、基本方針の

中に、うちは耐震を全てやっているわけなので、その施設を有効に使っていく

というのが私は一番王道なんだと思っております。新しい施設、これは後年度

負担になるわけですね。借金が残ります。これを次の世代に残すか、そういう

問題もございます。だったら運営費のほうに使って、ソフト面で充実していこ

うという哲学もあります。ですから、これは高度な選択になると思います。再

編のスタイルによって、あるいは施設の状況によって、その都度１番いい方法

を選択していくということだと思っております。 

【Ｄ委員】 

 はい。 

【座 長】 

 皆さんの英知を絞って、子どもたちに最善の教育ができるような環境をつく

ることが目標であり、１番の方策だと思います。年が変わればその時の状況も

当然変わっていくでしょうし、その中で教育長が仰られたベストな方策をとっ

ていただけるように、お願いをするということでよろしいでしょうか。 



 はい、それでは何か他にご意見ございますか。はい、Ａ委員。 

【Ａ委員】 

 通学区域の見直しについてどう進めるかは、とても大きなインパクトを住民

に与える部分だと思う。例えば、貞元小学校から、明らかに周西南中へ行くほ

うが近い子もいれば、君中へ行くほうが近い子もいる。学区の見直しは、学校

単位ではなくて、子どもたちの住所の違いによって線引きを変えていくという

スタンスなのか。その時に、どのくらい保護者の意向を汲んでいくお考えなの

か。 

【座 長】 

 学区の見直しについてでございますけども。 

【菊地副所長】 

 はい。 

【座 長】 

 はい。 

【菊地副所長】 

 学区の見直しにつきましては、この学区はこちらに部分的に行ったほうがい

いのではないかという基本的なこちらの案を出しますが、それは当然、地域の

方々、学校とも相談のうえで決定していくというようなかたちになっていくと

思います。 

 



【座 長】 

 Ａ委員。 

【Ａ委員】 

 その場合に、保護者の意向みたいなものは参酌できるのか。 

【菊地副所長】 

 その辺についても、保護者、地域と相談の上、その地区はどうするのか検討

してまいりたいと考えております。 

【座 長】 

 まだ具体的にこうというのはないかもしれませんけど、Ａ委員が心配するの

は、単純にその地域だけで振り分けてしまうのか、それともその地域の中でも

保護者によってということを多分言っているのではないのかなと。 

【菊地副所長】 

 その辺のところは、まだ詳しい検討がされておりませんので、この後しっか

りと検討した上で、またご提示できるようにしていきたいと思います。 

【Ａ委員】 

 わかりました。 

【座 長】 

 現実的にはその辺が一番、保護者の抱える問題としても多いと思うので、是

非慎重かつ綿密に計画をたて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。 



【座 長】 

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（３）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。 

【植田係長】 

 今後のスケジュールですが、現在市内の市立・私立幼稚園、保育園の保護

者、市内小中学校児童生徒の保護者に、適正規模等に関するアンケート調査

を実施しているところで、年明けにアンケートを回収し分析調査を実施しま

す。また１月下旬から２月中旬にかけて、第２回目の地区説明会を実施して

まいります。今回は今後小学校に上がる保護者にも案内を出し、保護者等が

参加しやすい土曜日・日曜日の昼間の時間帯に開催するようにしました。ま

た２月からは、本日いただいたご意見をもとに、「学校再編基本計画」の素案

を行政センター、公民館、コミュニティセンター等の施設やホームページに

置きパブリックコメントを実施しています。 

第６回目の学校再編有識者会議は、３月中旬から下旬の間に実施をする予

定です。これらを受けて３月には基本計画を策定する予定となっております。 

【座 長】   

ただいまの事務局からの説明に対して、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。 

【Ｅ委員】 

 今まで何回か会に参加し、非常に丁寧に、また色々な人の意見に耳を傾けな



がら計画を策定していこうということがすごく伝わってくる。再編は必要とい

うこと、再編を機会に教育環境を充実させるために特色ある教育を進めようと

いうこと、財政が厳しいということは、市民もある程度コンセンサスはとれて

いると思う。今後、声を吸い上げて知恵を出し合っていかなければいけないと

思うが、具体的なものが出てきた後、地域の方々はどのように受け止めて、ど

のように考えていくスケジュールがあるのかをお聞きしたい。 

【座 長】 

 ３月以降、基本計画策定後のスケジュールがあれば教えていただきたい、と 

思うんですけど。 

【縄谷所長】 

 第２回の地区説明会では、このマスタープランの素案を示しながら、地区に

よっての出し方も若干は変わるかと思いますが、その進め方について調整を図

っております。また、今、同時に具体的な実施プログラムの策定にも着手して

おりますが、やはり学校も地域も大変重要なポイントになってきますので、

第３回目の地区説明会は、３月になるのか、４月になるのか、５月になるのか、

まだ分かりませんが、第２回目の地区説明会の感触を得ながら進めていこうと

考えています。 

【座 長】 

 よろしいですか。はい。 

【Ｆ委員】 



 今まで君津全体で検討会をしてきたが、地域の小規模な有識者会議のような 

ものをやって、地域の人たちで理想的なあり方を検討しながら教育委員会と話 

をつめていくというようなことも今後やっていかないといけないのかなと考

える。 

【座 長】 

 意見ですけど、十分頭に入れて検討していただければと思います。 

【Ｆ委員】 

 特色ある学校の配置について、すべての学校が何らかの特色に関わるのであ 

れば、地区の希望や考えを整理して提案するような手順があってもよい気がす 

るので今後検討していただければと思う。 

【座 長】 

ありがとうございました。参考にしていただくようにお願いしたいと思いま

す。他に何かございますか。 

【Ｇ委員】 

もう少し具体的な、こことここの学校をなどの案が出てもよいのでは。私 

たちの任務のある間に、どのくらい具体的な例が出て、どこまで携われるのか。

もうちょっと具体的なものが進んで欲しかったというのが要望としてある。 

【座 長】 

 はい、教育長。 

【教育長】 



 ありがとうございます。貴重なご意見だと思っていますが、初回で、この有 

識者会議の性格をお話しし、Ａ校とＢ校を統合するという具体的な検討はここ 

では行いませんという話でこの会議はスタートしているはずでございます。 

本当に大局的なフレームの部分をここでやると。ですから基本方針をもんで 

もらいましたし、今まさに次のマスタープラン、これ具体的な案がここには入 

っていないという話でございます。それを基に、イメージとしては第３回目 

の地区説明会があるとしたら具体的なお話を持って地区の説明をしていくと 

いう話でございます。そういうやり方で我々やっていきたいと、当初からこれ 

はお願いしていたということは確認したいと思います。具体的なことは、勿論、

行政が責任を持って案を作りお示しします。それは、この有識者会議ではない

ということを確認しておきたいと思っています。 

【座 長】 

 よろしいでしょうか。 他に何かございますか。はい。 

【Ｂ委員】 

 適正規模といったら小櫃小ももうだめだと思うし、上総のほうで４校集まっ 

てやってくれたほうが早い、それを早くやってくれと思うくらいである。適正

規模という考えがまず 1番なら、速やかに進めて欲しい。地域ごとにいろんな

考えや問題もあるが、行政の立場としては、何度もきちんとした説明をしてく

れる態度が１番大事だと思うのでよろしくお願いしたい。 

【座 長】 



 ありがとうございました。他に何かございますか。教育長。 

【教育長】 

 前回の報告でもあったんですが、２回目の説明会の時に若干の私どもの構想 

案的なものを示すということはやっていきたいと思っています。こういう手法、

事前にかなり情報を開示しながらやっているというのは、本当に君津市だけな

んですね。皆さん具体的な案を求めるというのもわかりますけども、やはり学

校再編の理念や共通的な認識というのは共有したいということで。第１回目は、

具体的なものがないんじゃないかと確かに消化不良気味でした。私は、次に来

る時には、我々の構想案的なもの、あるいは考え方をお示ししますというのは

伝えてありますので、第２回目はそういう形になろうかと思います。 

【座 長】 

 ありがとうございました。他に、質問などなければ、次の議題に移りたいと 

思います。議題（４）第２回学校再編地区説明会について、事務局から説明を 

お願いします。 

【開田係長】   

資料の『１２月１７日 自治会配布文書』をご覧ください。こちらは、先

週１７日より、各自治会の回覧板で毎戸配布されている文書になります。す

でに、ご覧になっている委員の方もいらっしゃるかもしれませんが、裏面の

とおりの日程で開催いたします。開催にあたり、より多くの皆様にお越しい

ただくため、子育て世代がより参加できるよう、第２回の説明会は、全て土・



日曜日のお昼間の時間帯に設定いたしました。また、前回同様、市立小中学

校の保護者宛に案内文の配布と、ホームページ、広報きみつ、市役所及び各

行政センターにおける掲示・掲載に加え、就学前の保護者への周知として市

内の市立、私立の保育園・幼稚園、君津市の園児が多く通われている富津の

２か所の幼稚園への案内文の配布、さらに自治会回覧の毎戸配布への切り替

えなど、より多くの方にお越しいただくためのご案内をしたところです。内

容については、先ほどご説明した基本計画の素案が中心的なものになるかと

思いますが、地域の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、前回同様、ぜひ地域の皆様とともに会場に足

をお運びいただければと考えております。 

【座 長】   

ただいまの事務局からの説明に対し、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。 

【座長】 

他に質問などがなければ、次の議題に移ります。 

 議題（５）その他について、事務局から何かございますか。 

【開田係長】   

議題のその他ですが、アンケート調査の実施についてご説明したいと思い

ます。アンケート調査の実施につきましては、本有識者会議、第１回地区説

明会などにおいてご要望があり、事務局としても地区説明会に来られない方、



あるいは説明会の場では発言しづらいというご意見を吸い上げたいというこ

とから、実施に向けて検討し、まず子育て世代へのアンケートについて、市

立および私立の保育園、幼稚園、市立小・中学校を通じて、１８日までにす

でに配布済みとなっており、年明けに回収し結果を集計したいと考えており

ます。次に、地域の方々へのアンケートは、ここにいらっしゃる自治会の代

表の方々や市民生活課と協議してまいりましたが、自治会長や組長に負担を

かけてしまうことなどから、実施いたしませんが、代わりに、例えばパブリ

ックコメントの実施会場や第２回の地区説明会の会場に意見箱を設置するな

ど、検討しております。また、前回同様、電話・ファックス・電子メールな

どのツールを通じ、できるかぎり多くの方々からご意見をいただけるように

努めてまいります。 

【座 長】   

ただいまの説明に対して何かご意見やご質問などがある方。よろしいですか。 

【座 長】 

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。 

委員の皆様なにか、他にございますか。よろしいですか。 

【委 員】 

（特になし） 

【座 長】 

事務局からも大丈夫ですか。 



【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。 

【教育部長】    

委員の皆さま、本当に年末のお忙しい中を、ご出席をいただきましてありが

とうございました。よりよい学校教育環境を目指し、私ども力を尽くしてまい

りたいと思いますのでよろしくお願いします。以上をもちまして、第５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。長時間にわたりまして、あ

りがとうございました。 

 

（ありがとうございました） 


