
第６回 君津市学校再編有識者会議（概要） 

 

座 長  

皆さん、こんにちは。 

 

（こんにちは） 

 

【座 長】  

ただいまから、第６回君津市学校再編有識者会議を開催いたします。 

挨拶等は省略させていただきます。本日は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。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。 



次の議題に参ります。議題（２）君津市学校再編基本計画（案）及び議題（３）

意見公募等の結果について、事務局の説明をお願いします。 

【開田係長】 

 まず、前回の有識者会議でお渡しした基本計画から大きく修正した点をご説

明します。学校再編基本計画（案）の１７ページ「また」から「検討します。」

が加筆されたものでございます。ここでは、再編を実施した学校について、評

価、検証を行い、そこで挙がった成果をほかの学校にフィードバックし、基本

計画の進捗状況や社会状況の変化などを見ながら、次期基本計画の策定を行う

か否かについても検討することを加えております。大きな変更点は以上です。 

【植田係長】 

 ＜資料に基づき、学校再編基本計画の内容、計画作成までの経緯と地区ごと

の現状・課題、再編イメージ、今後のスケジュールについて説明＞ 

【座 長】 

 ただいまの事務局からの説明に対し、委員の皆さま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。はい、Ａ委員。 

【Ａ委員】 

 基本計画案の２ページ目に、特色ある学校づくりと並行し、人づくりの根幹

ともいえる道徳教育を全小中学校においてより一層推進するという文言が付

け加えられた。自殺やいじめなど様々な問題がある中、全校にわたり君津市の

子どもを育てるという視点で道徳教育を推進するというスタンスはとてもい



いと感じた。 

【座 長】 

 ありがとうございます。そのほかに何かございますか。はい、Ｂ委員。 

【Ｂ委員】 

 質問だが、どのメニューを選ぶのかについて、地域の了解が得られたところ

から実施していくという話だったと思うが、教育委員会のなかで案を決めてか

ら（地域に）説明にいくのか、ある程度、地域住民等の声を聴いてから決める

のか。また、学区については、学校再編云々でなく、スピード感を持ち、地域

住民の意見を聞く以上に子どもの安全などの部分から近くの学校へというふ

うに進めていくべきだと考えます。 

【座 長】 

 それでは一つ目の質問に対してお答えをお願いします。Ａ案、Ｂ案、Ｃ案と

いう３つの案をもって地域に行くのか、それとも教育委員会の中で絞って地域

に持っていくのかということですが。 

【荒井次長】 

 第２回の説明会で、各地区、統合に関しては２案か３案を提示し、会場の皆

さんから意見を頂戴しました。またアンケート、パブリックコメントにおいて

も皆さんのご意見を頂戴しています。そういうご意見を参考に、現在、実施プ

ログラムの案を考えている段階なんですが、地域に持っていく場合には、ある

程度、案は示したいと思っています。そして皆さんの意見を聞いて、最終的に



は決定することになりますけど、ある程度は決めてから地域に入りたいと思っ

ております。 

【座 長】 

 提示をして説明会等で意見等ももらっているので、その中でもんで、その意

見をもって地域説明会に行くと。そこでまたいろんな意見を精査しながら、最

終的には決めるという考え方でよろしいですか。はい、教育長。 

【教育長】 

 基本的にはどこかの段階で行政としてある程度判断、決断をするということ

が必要だと思います。１８ページ（２）③の中で、必要に応じ、たとえば自治

会長をはじめ、地域代表者、ＰＴＡ、学校関係者等で構成する地域懇談会、こ

ういったものも視野に入れております。ですから、プロセスとして、そういう

地域の総合的な声も私どもは大切だと思っております。どちらかというと地域

の方はですね、学校は地域のシンボルだから残してくれというベクトルが働い

ております。そういう中で判断をするわけですので、地域懇談会という手法も

有効かと思う。それから、ある程度理解が得られたらというスタンスは変わっ

ておりません。ただスピード感がありますので、全体のバランスを考えながら

やっていくということでございます。以上です。 

【座 長】 

 はい。Ｂ委員、よろしいですか。 

 



【Ｂ委員】 

 大変難しい部分だと思うが、今、教育長の説明で、意見を聞いてから決めて

いこうという部分があったので、その方がいいのかなと思いました。 

【座 長】 

 どこかの時点で行政判断はしなければいけないということですから、十分に

もんでいただきたいと思います。また２番目の学区の再編については、統合よ

り先にもっとスピード感をもってやっていただきたい、という意見ということ

でよろしいですか。 

【Ｂ委員】 

 はい。 

【座 長】 

 ご意見ということで、よろしくお願いしたいと思います。Ｃ委員。 

【Ｃ委員】 

 例えば自治会長等を中心とするそういう組織の皆さんと相談をすると。確か

にそれが必要だと思う。その懇談会の組織体が、その地域の意見を代表してい

ると認められるような組織をぜひ作って、いろんな協議を重ねる必要があるの

ではないかと思う。こと教育に関して、通学区域の変更も、ましてや先ほどの、

特に上総地域、清和地域のＡ案、Ｂ案、Ｃ案にしても、当然これは千差万別の

意見があり、それをひとつひとつ教育委員会として聞いていたらこれは大変な

ことになると思うので、やはりそれは一定の案を示した時に、それに対して地



域の意見を総合的に代表する、そういう協議機関と協議が整ったことが、その

地域が了解したと。このようなシステムで進んでいったらよいのではと考える

がどうか。 

【座 長】 

 はい、教育長。 

【教育長】 

 たとえばの話ですね、統合については地域懇談会という手法で、それからカ

リキュラムが主体のインクルーシブ教育システム、国際理解教育、そういうの

は学校とのやりとりをベースにやっていきます。ですので、全部こういった形

という話ではなくて、必要に応じてということです。また、自主的にそういう

組織をその地域で作っていただいて、そこに説明に行くとか、色々なパターン

があると思います。決まったパターンで我々は考えておりません。ですからそ

の時々一番適切な、民意を吸い上げるやり方でやっていきたいと思います。 

【座 長】 

 よろしいですか。 

【Ｃ委員】 

 はい。 

【座 長】 

 他に何かございますか。はい、Ｄ委員。 

 



【Ｄ委員】 

 小中一貫教育について、小学校から中学校への円滑な流れを重視した、魅力

的、効果的なメニューの一つだと理解しているが、課題をよく検証したうえで

施設一体型に移行したほうが効果的だと思う。施設一体型は施設設備にもかな

り費用がかかる。市の経済を考えたうえで、しっかり段階を踏まえてから、最

終形である施設一体型を目指すべきだと思うがどうか。 

【縄谷教育センター所長】 

 基本計画の１７ページにも示してありますが、既存の設備を最大限有効活用

すると謳ってあります。この小中一貫教育校については、これらを基本に今後、

学校、地域などとの協議を重ねながら現在策定中の実施プログラムの中で、第

１次の段階ではどうするのかを現在検討しているところです。１０年先、２０

年先を見通しながら、第２次第３次の段階でどうするか、進捗状況や社会状況

の変化を見ながら、また検討していきたいと思っています。 

【座 長】 

 Ｄ委員、よろしいですか。なかなかゴールがない取組ですからね。時代の流

れとか、いろいろな状況とかを鑑みながら進めていただきたいと思います。ほ

かに何かご意見。はい、Ｅ委員。 

【Ｅ委員】 

 今回説明いただいた各地域ごとの再編のイメージについては、パブリックコ

メントの結果や地域から出た意見なども反映されて作られたと考えてよいか。



また小櫃地区、上総地区には、特色ある教育を行う学校が何も入っていないこ

とについて考え方を伺いたい。 

【座 長】 

 宮崎学校教育課長。 

【宮崎学校教育課長】 

 市民の方、様々な方の声を伺うという中の一つとしてパブリックコメントが

あります。このような有識者会議も、またはアンケート調査も、そして各学校

に出向いての直接的な意見聴取もあります。今回、パブリックコメントの中で、

意見を聴取したものの中にそういうものがあるのかということに関しては、

我々がすでに示したものについての感想、意見というような意見聴取になって

おります。当然その中で、パブリックコメントを伺いながら、加除修正が必要

なものは、その中で検討し、対応していくものでございますが、基本的にはそ

のようなとらえ方で、意見聴取の一つとしてとらえました。２点目について、

地区によっては、特色ある取組のものが入ってない地区があるのではないか、

ということのご指摘ですが、複式の解消、単学級の解消という、統合による適

正規模をまず第一ととらえ、そして、より効果的な教育効果として、様々なメ

ニューをお示ししました。当然それだけではなく、まずはそういう優先順位の

中で、例として示してございます。 

【座 長】 

 Ｅ委員。 



【Ｅ委員】 

 わかりました。 

【座 長】 

 ほかに何かございますか。はい、Ｆ委員。 

【Ｆ委員】 

 自分の住んでいるところは小・中学校とも生徒数が多く、地区説明会のアン

ケートもほぼ予想通りだったが、過疎地域、学校の生徒数が少ないところが一

番問題だと思う。市原は一番広い面積があり、小学校なども統合を進めている

現状である。茂原市の地域の方に聞いてみたところ、面積の違いのようなもの

があり、そのような話はまだ聞いていないしやっていないとのことであった。

やはり（人数が）少ないところは、どんどん積極的にやっていくべきだと思う。 

【座 長】 

 ご意見ということでよろしいですか。他に何かご意見、質問等ございますか。

はい、Ｇ委員。 

【Ｇ委員】 

 君津、富津、木更津市の３市で、特に特別支援教育が必要なお子さんが本校

に来ている。本校では、お子さんが自分の地域の学校に行って、そこの子たち

と交流する、居住地交流という取り組みをたくさんやっているが、やはり地域

の子どもということを知ってほしかった、知ってもらえてよかったという親の

感想を聞く。３０年前より児童生徒の数が半分減っている現状のなかでこうい



う会議があるが、それに反比例して本校はものすごく生徒が増えている。５４

年に開校した時は何十人であったが、現在２２４名、来年度は２４８名となり、

教室も足らず、特別教室をつぶしてもだめで、いよいよ今度は作業棟をつぶす

といった状況である。インクルーシブ教育システムは、いわゆるともに学ぶ、

地域の子が地域で学べるという部分があるというように理解しているが、反対

に今本校にいるが、場合によってはまた地域の学校に戻れるような、そんなよ

うな考え方も持っていただけるとよいと思う。 

【座 長】 

 ありがとうございます。はい、宮崎学校教育課長。 

【宮崎学校教育課長】 

 今のご意見、本当にごもっともだと思います。我々も、基本計画の中にも、

インクルーシブ教育システムの導入ということで、大きな意味での教育構想の

一つととらえ、推進していこうと考えておりますので、イメージ図も基本計画

の２９ページに示しておりますが、様々な子どもたちに対して多様な学びの場

を行政がつくっていかなければ、今、特別支援学校の事務長さんがおっしゃい

ましたような、子どもたち、地域の中で生まれ育っている同じ子どもたちです

ので、そのような教育構想も打ち出して対応してまいろうと思っております。 

【座 長】 

よろしくお願いします。ほかに何か、ご意見等ございますか。Ｈ委員。 

 



【Ｈ委員】 

 私も説明会に出させていただいたが、保護者のアンケート結果も、説明会の

時に出ていた意見とほぼ同じように感じる。子どもが少なくなるのは、やっぱ

り山の上の方が多いと思う。保護者の方と十分協議等をして、統合等をしてい

っていただきたいと思う。 

【座 長】 

 ほかに何かございますか。はい、Ｉ委員。 

【Ｉ委員】 

 通学路の変更や、学区の変更が行われるようになるまでの間、せめて通学路

を安全に、子どもたちが安全に学校に通えるような通学路の確保をお願いした

い。今回のこの会議とはちょっと関係ないかもしれないが、意見として。 

【座 長】 

 もちろん、子どもたちの安全が大前提ですから、危険個所等々があれば、早

速取り組んでいただけたらと思います。はい、宮崎学校教育課長。 

【宮崎学校教育課長】 

 教育委員会、建設部等々も含め、学校の通学路の安全点検というものを毎年、

警察も含め合同でやっております。そこでの危険個所を絶えずチェックしなが

ら、予算をつけ改善をしているところです。ご意見、当然のことですので今後

も平行して、十分子どもが安全に、そんな観点からよりよい通学路の改善、改

修等をしていこうと思っております。 



【座 長】 

 ほかに何かございますか。はい、Ｄ委員。 

【Ｄ委員】 

 合同生徒会だが、基本的に学校は子どもたちのものなので、これが一回きり

ではなく、逆に小学校でも、統合が対象となる学校だけでも集めて、子どもた

ちとこういう話をしてもまたいいんじゃないかと。話が進み、受け入れやすく

なるのではと思います。 

【座 長】 

 ご意見ということで、何かコメントありますか。はい、宮崎学校教育課長。 

【宮崎学校教育課長】 

 今の合同生徒会の案件ですが、そういう幅広い形での対応は今後していくつ

もりです。当然、準備期間の中では様々な交流、学校間の交流を盛んにしてい

きますので、子どもたちの思い、そういった中から達成感を持たせながら対応

していこうと思っています。 

【座 長】 

 よろしくお願いします。はい、Ｂ委員。 

【Ｂ委員】 

 先日、自治会長会の中で話をした時に、これから子どもをつくる若い親たち

の意見がこういう問題では大事ではないかとの話があった。先日のパブリック

コメントを答えてくれた方たちの年齢、構成などは把握しているか。 



【座 長】 

 はい、宮崎学校教育課長。 

【宮崎学校教育課長】 

 パブリックコメントに掲載されている皆さまがたの多くは保護者の方々と

いうふうに伺っております。 

【座 長】 

 よろしいでしょうか。ほかに何かございますか。 

【Ｃ委員】 

 確か文部（科学）省基準の学級定員は４０人だが、君津市は学級定員を３５

人と決めている、と聞いているがそれでよいか。 

【座 長】 

 はい、学校教育課長。 

【宮崎学校教育課長】 

 今の委員のお話についてですが、現在の法律では、小学校１年生が１学級３

５人、小学校２年生以上が１学級４０人にという規定になっています。ただし、

千葉県では弾力的な学級編成が行われており、小２、中１が３５名、小１を除

く他の学年では、３８人を超えたときに２学級編成が行えるようになっていま

す。 

【Ｃ委員】 

 その適正規模に中学校がなるということは、最低でも４０人学級を２つ、作



るような状況にしようということでよいか。最終的に申し上げたいのは、そう

いう適正規模のクラスをつくることによって、特に学業以外にも、例えば中学

校の生徒数の多さによって、クラブ活動の数が違ってくるのはやむを得ないこ

とだとは思うが、あまりにも差が生じないように、野球、卓球、バレー、剣道

とか、そういう主だったものが十分できるような規模の学校にしてもらいたい

と思うがどうか。 

【座 長】 

 はい、学校教育課長。 

【宮崎学校教育課長】 

 今のご質問に関して、人数ですが、本市がとらえているものは要するに、単

学級とか複式の解消、つまり複数の学級編成ができる、中学校であれば２学級

×３（学年）の６学級。学級数においては、４１人いれば２０人と２１人の２

学級ができますが、３８人しかいなければ、３８人の１学級となります。私ど

もが唱えているのは、何人が１学級というのではなくて、１つの学級ではなく

て２学級にしたい。そして部活の関係でございますが、今おっしゃられたよう

に、主な部活はなるべく開設はしたいと思ってはいますが、開設をするにあた

っても、保護者や子どもたち等々の考えも加味しながら、学校によっては、う

ちはバレー部ならバレー部をつくってもらいたい、バスケ部を作ってもらいた

いとか地域によっても若干違いもございますので、市としてこういう部活を全

部揃えますよとはなかなか言えない部分もございますので、地域の保護者や子



供たちの意見を聞きながら、学校は部活の増減を図っていくと思います。 

【座 長】 

 大丈夫ですか。ほかに何かございますか。特に質問、ご意見等がないようで

すので、本日の議題はすべて終了となりました。これで議長の責を解かせてい

ただき、進行を事務局にお返しいたしますが、その前に一言、ご挨拶をさせて

いただきたいと思います。私たち、学校再編有識者会議の委員の任期は、３月

３１日までであり、この会議が最後の会議になると思いますので、私、座長の

退任の挨拶をさせていただきたいと思います。これまで、第１回の会議以来、

学校再編基本方針、及び基本計画を中心に話し合ってまいりましたが、大変素

晴らしいものができたと考えております。今後は具体的な再編の内容を記載し

た実施プログラムを地域に示し、話し合っていくことと思います。そこで、事

務局にお願いをしたいことは、地域とともにある学校はもちろんではございま

すが、改めまして、今回の学校再編が子どもたちにとってより良いものになり

ますようお願いするとともに、これまでの委員の皆さまのご協力に感謝を申し

上げ、座長退任のご挨拶といたしたいと思います。どうもありがとうございま

した。それでは、進行を事務局にお返しいたします。 

【吉田部長】 

 慎重なるご審議をいただき、ありがとうございました。閉会にあたり、山口

教育長よりご挨拶を申し上げます。 

 



 

【山口教育長】 

 最後の有識者会議ということなので、ちょっとお時間をいただきましてお話

しさせていただきます。座長、副座長をはじめ、委員の皆さまには年６回とい

う、実質、年といっても８月からですから７か月で６回という、非常にハード

なスケジュールの中で、たくさんの貴重なご意見、ご提言をいただきました。

本当にありがとうございました。心から感謝を申し上げます。この有識者会議、

初めに申し上げましたけれども、学校再編の基本方針、基本計画の策定のため

の意見聴取の場ということで、具体的にどことどこを統合するというような話

はタブーですよというお話で始まったものですから、皆さまにはとてもフラス

トレーションがたまったのではないかと思っております。この辺はご容赦賜り

たい、会の性格上、基本的なフレームをつくるという作業でございましたので、

申し訳なく思っております。先ほど、地区の、我々が考えているイメージ的な

ものをお示ししました。これはやはり、説明会をやっていると、第１回目から

ですね、最終的にどうなるんだというご意見がございました。やはり関心はそ

こに行ってしまうということなのですが、そういうことを踏まえ、イメージ的

なものを２回目でお示ししたということでございます。いよいよ次のステップ、

実際に、実施対象校、実施時期を示したプログラムづくりに入っていきます。

さきほどプレゼンでもございましたが、市議会からも非常に熱いエールをいた

だいております。それから昨日、総合教育会議というものをやったところでご



ざいます。これは、新しい教育委員会制度の中で、市長が招集してというもの

なのですが、当然、教育大綱の中に、再編をしっかりやれというものが入って

いまして、その中でやはり、まちづくりにはやはり学校という要素は非常に重

要であると。ですからそれをしっかり、スピード感を持ってやってくださいと

いう市長からの激励も昨日ございました。そういう中で、学校再編、本当に大

きなプロジェクトなんですね。教育委員会だけではもちろんできません。今日

も、企画部も保健福祉部もいますけれども、全体でやっていくという体制、そ

のためのシンボリックな話として来年、学校再編推進課というもの、これはこ

こだけでやるというものではありません、本当にそこが旗印みたいなもので、

君津市としての姿勢を示したということでございます。ここを中心に、１０年

後、２０年後に、君津の学校で学んでよかったと言ってもらえるような、そう

いった学校を目指してまいりたいと思っておりますので、これからもよろしく

お願いします。今日で有識者会議が終了するわけでございますけれども、適宜、

たとえばプログラムがまとまりましたという段階で皆さまにお知らせします。

逐次、お知らせしてまいりますので、また、ご意見等をいただければと思って

おります。末永くご支援いただければと思っております。ありがとうございま

した。本当に、心から御礼申し上げます。 

【吉田部長】 

 以上をもちまして、第６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ご審議いただき、大変ありがとうございました。 


