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会議の次第及び

(１) 開会

会議資料の内容

(２) 教育長あいさつ
(３) 自己紹介
(４) 正副委員長の選出
(５) 準備会の組織及び運営について
(６) 準備会の進め方について
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氏名
堀切 由彦
岩埜 伸二
河野 勝
勝畑 成一
加藤 高明
中村 伸一
（主幹）品川 昭和
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岡田 正浩
内海 雅彦
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(７) その他
(８) 閉会
【配布資料】
◇次第
◇中郷中学校・清川中学校統合準備会の設置について
議事の経過及び

以下のとおり

発言の要旨

○ 議事概要
（１）開会
【司会】
定刻ですので、ただいまから第１回中郷中学校・清川中学校統合準備会を開催
いたします。
会議については、「統合準備会だより」を作成するため、録音及び写真撮影を
させていただきます。
また、「統合準備会だより」を作成する際に、撮影した写真が掲載される場合
がございますのでご了承ください。
なお、木更津市には「木更津市審議会等の会議の公開に関する条例」がありま
して、市民の方や学識経験者等を構成員に含む会議については、第３条において
原則公開することとなっております。
本日の会議も市の掲示板及びホームページを使って、会議開催のお知らせをし
ましたところ、５名の方から傍聴の申し込みがあり、本日傍聴されておりますの
でご報告させていただきます。
では、会議に入ります前に、本日の資料等について、確認させていただきます。
《資料確認》
（２）教育長あいさつ
【司会】
それでは、木更津市教育委員会を代表しまして、高澤教育長よりご挨拶申し上
げます。
《教育長挨拶》
（３）自己紹介
【司会】
それでは、委員の皆様から【資料４】委員名簿の順に自己紹介をお願いいたし
ます。
《各委員自己紹介》
【司会】
なお、荻原委員につきましては、仕事の都合で欠席との連絡を受けております。
続きまして、事務局の紹介に移ります。【資料４】委員名簿の順に自己紹介を
お願いします。
《事務局職員自己紹介》
【司会】
なお、財政課長ですが、別の職務があり、本日欠席となっております。
（４）正副議長の選出
【司会】
木更津市立小中学校統合準備会設置要綱第６条１項の規定により、「準備会に
会長及び副会長をそれぞれ１人置き、委員の互選によりこれを定める。」と規定
されております。今回は第一回目の会議となり、会長がまだ決定されておりませ
んので、決定されるまでの間、仮の議長を教育部長とし、審議をしたいのですが
よろしいでしょうか。
【各委員】 異議なし
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【司会】

ありがとうございます。それでは、教育部長よろしくお願いします。

【教育部長】会長が選出されるまでの間、議長を務めさせていただきます。よろしくお願い
いたします。
それでは、会長、副会長の選出をお願いしたいと思いますが、いかがでしょう
か。
【委員】

本日初めて顔を合せたところなので、事務局案があれば示していただいて協議
できればと思います。

【教育部長】ただいま事務局案を求める意見がございましたが、事務局で案はありますか。
【事務局】

事務局案を提示します。会長に清川中学校校長の縄谷校長先生を、副会長を中
郷公民館運営協力委員会会長の君塚様にお願いしたいと考えておりますが、いか
がでしょうか。

【各委員】 異議なし
【教育部長】異議なしとの声がありました。ご了承を得られたということで、会長を清川中
学校校長の縄谷委員に、副会長を中郷公民館運営協力委員会会長の君塚委員にお
願いしたいと思います。会長、副会長が決まりましたので、以上で議長の任を解
かせていただきます。議事進行にご協力いただきましてありがとうございました。
【司会】

それでは、新たに選出された縄谷会長、君塚副会長にご挨拶をいただきたいと
思います。初めに、縄谷会長お願いします。

【会長】

協力し合って会を進めていきたいと思います。皆さまとは、統合に向けていろ
んな角度・視点から見つめていただいて、問題等を一つずつ協力して進めて行き
たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

【司会】

続きまして、君塚副会長お願いします。

【副会長】

中郷中学校の統合につきましては、私をはじめ地域の皆さんにとっては、地域
のシンボルを失うようで手放しで喜べるというものではございませんでした。
しかし、様々の背景の中で、学校の統廃合については全国的なレベルで進めら
れているもので、中郷地区にとっても非常に残念ではありますが決まったからに
は、清川中に向かう子ども達が安全で安心して勉強が出来るように、通学が出来
るように、皆さんと一緒に考えながら、準備を進めていければと思います。皆さ
まのご協力をお願いします。よろしくお願いいたします。

【司会】

続きまして、会議の成立に関してですが、木更津市立小中学校統合準備会設置
要綱第７条２項の規定により、「会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ
開くことができない。」と規定されております。
本日、委員総数１８名に対し、出席者１７名でございますので、本会議は成立
していますことをご報告いたします。
ここからは、縄谷会長に議長となっていただき、議事の進行をお願いしたいと
思いますので、よろしくお願いいたします。

【議長】

それでは、次第の５．「準備会の組織及び運営について」事務局よりお願いい
たします。

【事務局】

本日の会議では、委員皆さまの顔合わせ、統合準備会について、統合準備会の
進め方と概ねのスケジュール案についてご理解いただければと思います。
まず、資料１「中郷中学校と清川中学校の統合について」、これまでの経緯等
を載せております。統合は複式学級への移行が懸念されるようになった状況から、
平成２９年２月に「木更津市立小中学校適正規模及び適正配置実施計画」の中で、
平成３０年度末をもって中郷中学校を清川中学校へ、富岡小学校を馬来田小学校
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へ統合すると決定されました。
これに基づいて、統合を円滑にかつ確実に行なうために、皆様方に委員になっ
ていただき統合準備会を開催しています。
続きまして、資料２「統合準備会について」をご覧ください。
統合準備会は、「任意の団体」として設置をさせていただきました。付属機関
ではありませんので、諮問・答申を行なうということはありません。
学校関係者は学校活動の延長、ＰＴＡ関係者はＰＴＡ活動の延長、自治体関係
者は地元自治行事の延長として準備会のメンバーとなっていただいておりますの
で、報酬の支払いはございません。
また、合議制ではありません。多数決で決するということはせず、いろいろな
意見をだしていただき、いただいた意見を基に市内部でこれからの学校のあり方
や跡地の利用等について方向性を決定していきたいと考えております。
準備会の検討内容については、「統合準備会だより」を発行し、検討内容を公
表します。また、会議は基本公開制です。
設置する統合準備会は、実施計画のとおり、「中郷中学校・清川中学校統合準
備会」、「富岡小学校・馬来田小学校統合準備会」の２つを設置いたします。
統合準備会は、学校関係者・ＰＴＡ関係者・自治会関係者で委員を構成し、事
務局として教育委員会関係各課等の長及び市長部局が入りまして、準備会を円滑
に進めていきたいと考えております。
また、この統合準備会に、部会を設置したいと考えております。こちらについ
ては後ほど説明いたします。
検討内容として、学校のことについて、ＰＴＡのことについて、今後の跡地の
利用等についてといったことが大きな内容でございます。詳細は資料２に記載さ
せていただいております。
資料３について、今の準備会を根拠付けるものとして、「木更津市立小中学校
統合準備会設置要綱」を定めました。後ほどご参照いただければと思います。こ
の設置要綱に従いまして、運営していきたいと考えております。
資料４「統合準備会委員名簿」です。
資料５、準備会の運営方法について、１.会議の傍聴につきましては、木更津
市立小中学校統合準備会設置要綱第７条第６項によって原則公開といたします。
ただし、案件によって会議に諮って非公開とすることが出来ます。例えば、「個
人情報が含まれる」場合や「市の予算要求をしていくことがある」、「規則や条
例改正を必要とする」場合等は、教育委員会として、教育委員に諮ることと、市
議会において議決をいただく必要があるため、案件によっては非公開とします。
資料５の１.①傍聴希望があった場合、基本的には公開ですが、会議の開催前
に傍聴の取り扱いを案件によっては諮ることにしたいと思います。
会場内に傍聴席を設けて、入場可能数を超える場合であって、事務局が必要と
認める場合については、抽選とします。傍聴につきましてはできるだけ配慮して
いきたいと考えております。また、会議途中の場合でも同様の取り扱いとします。
②傍聴できる者又は禁止事項は、資料５に添付しております「木更津市教育委
員会傍聴人規則」を準用させていただきます。もし、傍聴人規則にない事項につ
いて、問題が生じた場合は、その都度会議に諮って可否を決していきたいと思い
ます。
資料５の２.欠席時の取り扱いについて、会議開催日に都合により欠席となる
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場合には、統合準備委員会は役職を含め個人に委嘱をしているため、代理出席は
認めないこととします。ただし、討議内容はあらかじめ示したいと思いますので、
意見があるときは、文書・メール等で事前に申し出てください。
３.会議録の作成について、会議録は要約筆記とし、発言者無記名で事務局が
作成します。会議録は木更津市ホームページに掲載します。
広報については、「統合準備会だより」を発行し、統合準備会で検討されたこ
とをわかりやすく周知したいと考えております。配布先は、統合対象となる学校
の保護者、統合対象地域の自治会には回覧でお知らせし、木更津市の公式ホーム
ページに掲載することと、市役所・教育委員会･中郷公民館の窓口で配布します。
広報きさらづについては、重要な案件であって、市民の皆さまに知っていただ
きたいことがある場合には掲載を依頼したいと考えております。
また、各学校へ依頼して学校通信・ホームページ等での周知をお願いしたいと
考えております。
会議の開催場所は、原則、中郷公民館を使用し、基本は平日の午後７時からと
します。開催日については、事務局で連絡調整いたします。説明は以上です。
【議長】

ただいま、事務局より、資料１から資料５について説明がありました。それで
は質疑応答に入ります。説明内容について、ご質問･ご意見等ございましたらお
願いいたします。

【委員】

少し前までは、統合の説明資料等に「統合(案)」と(案)が付いていたと思いま
すが、統合については期限も含めて決定していて変えられないということですか。

【事務局】

実施計画で定めましたので、平成３０年度末をもって統合することは決定です。
統合準備会は、統合することが決定したことを踏まえて、それを潤滑に、円滑に
行なっていくために前向きに進めていくものです。

【議長】

他にありますか。続きまして、次第の６「準備会の進め方等について」事務局
より説明をお願いします。

【事務局】 次第６.統合準備会の進め方等について説明いたします。
まず、資料６をご覧ください。委員が一堂に会す統合準備会は、全体的な調整
課題で意見を聞いていく会議です。開催の頻度は、後ほどスケジュールについて
の説明で詳しくご説明しますが、予算編成前・年末・年度末といった大まかな捉
え方をしていただきたいと思います。そして準備会の下に部会を設けて、細かな
ことについて意見を持ち寄って検討し、それを統合準備会で協議するといった形
をとっていきたいと思います。各部会の開催頻度については、１～２か月に１回
と書いていますが、検討内容によって異なります。部会での検討内容につきまし
ては、論点を明確にして出来るだけ集中して討議ができるよう、ご協力をお願い
いたします。
部会については、「学校運営部会」「ＰＴＡ部会」「施設整備部会」という３
つの部会を設置したいと思います。検討事項の分担については、学校運営部会は
概ね学校に関すること、ＰＴＡ部会は通学方法・通学路の安全対策、ＰＴＡの組
織等に関すること、施設整備部会は、式典の行事、例えば閉校式を行なうといっ
たことや、学校歴史等の継承、施設の跡地の利活用方法等が協議内容になります。
資料６の３統合準備会の流れについては、３つの部会に委員の皆さまにそれぞ
れ入っていただき、部会で細かな検討をして、それを次の統合準備会全体の会議
に持ち寄ります。部会内で検討を行い、その後準備会での協議を行なう、その積
み重ねで進めていきたいと考えております。
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部会の構成について、資料７をご覧ください。学校運営部会には、学校関係者
の内、清川中学校と中郷中学校各１名、ＰＴＡ関係者に２名入っていただければ
と事務局では考えております。
ＰＴＡ部会には、学校関係者を中郷中学校・清川中学校各１名、ＰＴＡ関係者
各１名、自治会関係者に中郷中学校区・清川中学校区各１名で組織したいと考え
ております。
施設整備部会には、学校関係者を各２名、ＰＴＡ関係者各１名で、自治会関係
者は中郷中学校区・清川中学校区各２名の計８名でと考えております。
構成メンバーにつきましては、本日準備会が終わりましたら、少々お時間を設
けさせていただいて、本日決められるのであれば決めていただきたいと思います。
事務局案としまして、学校関係者については資料記載のとおりです。また、必
要に応じて各学校の実務関係者の先生方に出席をしていただければと考えており
ます。これはあくまで事務局案でございますので、違った考え方がありましたら
後ほどお伺いします。
資料７下部に記載しておりますが、進めていく中で様々な問題点が生じてくる
と思いますので、部会の構成員を固定するということではなく、必要に応じて委
員以外の関係者等に入っていただいて、出来るだけ良い方向に進めていきたいと
考えております。以上が部会についての案でございます。
次に、資料８は統合準備会のスケジュール案でございます。学校統合準備会は、
全９回で考えておりまして、各回の時期には理由がございます。平成２９年度１
０月は市の予算編成の時期のため、１２月は平成２９年の終わりに進捗状況と問
題点等について話し合いたいと考えております。平成３０年３月については、平
成２９年度の総括及び問題点の抽出、翌年度進めていく事項の再確認をしていき
たいと考えております。
平成３０年の４月は、委員の皆さまによっては新たな委員が出てくる可能性が
想定されることと、３０年度末の統合まで１年前ということで開催したいと思い
ます。平成３０年７月は、１学期の終わりに現状の進行具合と問題点の抽出等の
全体的な話し合いをするため、９月は、平成３１年度の新統合校に関しての新年
度予算要求時期のため、１２月は、年の節目ということで、平成３１年３月につ
きましては、最終予定となりますが、新統合校について様々な問題が解決し新し
い体制でのスタートについて話が出来ればと考えております。統合準備会全体の
会議は、以上の９回を考えております。
部会につきましては、あくまでスケジュール案として提示させていただいてお
ります。各部会の検討内容については、先進市の状況や、昨年の住民説明会の中
で申し上げていた部分を載せておりますが、この他にも追加･削除する項目はあ
るかと思いますので、都度確認をして進めていきたいと考えております。
説明は以上です。
【議長】

資料６から８にかけて、準備会、部会で進めていくこと、スケジュール等説明
がありました。これを基本に進めて行くということですがご質問、ご意見等ござ
いますか。

【委員】

統合は３０年度末で決定ということで、地域での説明会も実施したということ
になっているが、説明会では納得いく形にはなっていない状況なのに決定を下し
てしまっていることがとても残念です。
実際に説明会もありましたが、新年度になって中郷中に入学されている生徒一
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人ひとりのことを一番に考えて進めていくのが準備会だと思います。
複式学級になる恐れはありますが、実際に今は複式学級にならずにいられてい
るのに、どうして無理に統合を進めていく必要があるのか。
中郷地区は東西に長く、清川中学校が遠くなるお子さんもいると思います。木
更津市全体で学区外通学が認められやすいので、現状として清川中に転校するの
か、今入学した生徒達の意見を聞いてもらいたい。保護者の問いには子どもも気
を遣って答えにくいと思われるため、教育委員の方々に直接、聞いてもらいたい。
そして、中学最後の１年間を清川中に行く子がいないということになったら、
準備会はなんだろうとなってしまう。いろいろと進めていく前に、今の中学１年
生の意見を第一にしてもらいたいです。
交流をしようという企画はいいことですが、自分が清川中学校に行く気がない
のに交流をもっても、酷な話だと思うのです。生徒の声をまず聞いてからどうい
う準備をしていくのが良いかを話しあうのが良いのではないかと思います。
【事務局】

統合については決定事項です。それについては昨年度２回住民説明会を行ない
ました。住民の方から様々なご意見が出ていましたが、複式学級になるというこ
とは絶対に回避しなければならないということ、学校の機能が成り立たなくなっ
てしまうという状況からやむを得ない選択であったと思います。
時期的なことについては難しい部分であったと思います。小規模特認校として
生徒が増えているというご意見もありましたが、その不確かな数字に頼ることは
できないので、どこかの時期で決定しなければならない現状がございます。今後、
どのように意見を聞いていけるかが私達の課題であると思っています。

【委員】

生徒の意見は聞いていただきたいと思います。それはやっていただけますか。

【議長】

生徒の気持ちを聞くということについてもう少し具体的に教えていただけます
か。

【委員】

例えば、統合が決定して、今中１のお子さんは中３の１年間を清川中に通うこ
とに決定はしていますが、学区外申請をして他の中学に行きたいと今、思ってい
る生徒がいるかと思うのです。清川中学校に行かないと決めているお子さんがい
るとしたら、清川中学校との統合のために進める準備は、その子にとって酷では
ないかと思うので、生徒の気持ちを聞いていただきたい。

【委員】

川西地区は、中郷地区でも中心から最も遠い地区で、一番近い中学は岩根中で
す。確かに、原則は清川中学校と統合ですが、今の委員のお話は、３０年度にな
った時点で他の中学に行きたいかという意思について、事前に聞いてもらったら
どうかということだと思います。

【事務局】

区域外通学については、いろんなご事情があると思います。木更津市でも１２
項目の基準があるので、そのときにお子さんの気持ちも含めて相談に応じたいと
思います。

【委員】

そのときとは、どのようなときですか。

【事務局】

通学区域外の中学校に通学したい理由があったときで、それは中郷中学校に限
らず市内全学校に対して行なっていることですので、同様に対応したいと思って
おります。

【委員】

それだと現中学１年生の今の気持ちは聞けない。統合の準備として清川中学校
の生徒と仲良く交流を持ったとしても、既に清川中学校に行かないと決めている
お子さんがかわいそうに感じます。解決策として今年度中郷中に入学した生徒は
３年まで卒業させてあげたい。そうすれば準備はいらないと思うのです。そいう
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ことはできないのでしょうか。
【事務局】 統合の期間は決定しているので、それは変えることはできません。
事前交流については、一例として挙げているもので、部会での話し合いの中で
事前交流を行なわないこともあり得ると思います。現状の仮の流れとしては、資
料のとおりとさせていただきました。
区域外通学につきましては、定めている１２の項目に申請自由が該当しなけれ
ば許可していません。また、区域外通学の申請のタイミングについて計りかねま
す。そのときのお子様の状況や保護者の考えなどといった中で変動するもので、
どういう状況でどうなるのかは計ることが難しいと考えます。
【議長】

区域外通学や交流については、これから部会で検討していく中で進めていきた
いということです。よろしいでしょうか。

【事務局】

仮に交流という形ではなくても、部会の中で教育の専門家・ＰＴＡなどとして
様々な考え方があると思うので、どうすれば子ども達のためにより良いのかとい
うことを部会の中で意見を出して、準備会で検討･協議していくということが、
準備会としての一つの考え方です。

【議長】

細かく配慮するべきことについては、これからまだまだ検討の余地があるとい
うことで進めていきたいと思います。よろしいでしょうか。
続きまして、次第の７「その他」ですが、事務局から何かありますか。

【事務局】

資料として、参考までに清川中学校と中郷中学校の年間の計画や日程、ＰＴＡ
活動などの現状の比較を載せています。
また、実施計画について改めて添付したので後ほどお読みいただければと思い
ます。

【議長】

資料９については、ご質問、ご意見等ございますか。
よろしいでしょうか。それでは閉会となります前に、連絡をいれたいと思いま
すが何かありますか。

【事務局】

この後、第１回統合準備会、全体の会議を一旦終わらせた後に、部会の委員構
成について、この場で話し合いたいと考えております。
第１回目の部会を７月中に行ないたいと考えているので、ご協力いただきたい。

【委員】

３つの部会についてわかったが、中郷地区についてはもう一つ部会をつくって
もらいたい。
中郷地区は古くから中郷中学校を地域のシンボルとして、部落の夏祭りや行事
等を行なってきましたが、今、子どもの参加が少なくなったことで親世代・老人
も参加者が減るという問題が起こっています。そこへ中郷中学校がなくなってし
まうことが決まり、このままでは長く続いてきた地域の事業が成り立たない。
もう一つ、子育て世代が中郷では子どもの教育が出来ないといって出て行って
しまうことも起きています。学校再編・統合廃校といったことを教育委員会だけ
で進めるのではなく、地域のことをもっと真剣に考えてやってほしい。
学校の統合に関連して、中郷地域をどうするかという部会を設けてほしい。

【議長】

地域のことも別の視点から検討していく余地があるということですね。

【委員】

先ほどの委員のお話の補足。実質、統合によって生じる問題は大きいと思う。
問題を提起する場合には、地域の特性や自治行事の衰退などといったことはまた
別に考えればよいことだとしても、そういう問題は残るということを言いたい。
また、先の委員の発言で、交流会を設けても無駄になってしまうのではないか
という意見についても、部会の中で検討して行けばよいことだと思います。
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【議長】

いろいろな方向・視点から検討して行くということで、進めていきたいと思い
ます。よろしいでしょうか。本日は長時間にわたり議事進行にご協力いただきま
してありがとうございました。以上を持ちまして、第１回

中郷中学校・清川中

学校統合準備会を閉会といたします。ありがとうございました。
○ 決定事項
【学校運営部会】４名

【ＰＴＡ部会】 ５名
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【施設整備部会】９名

