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８名（区長５名）、（市議会議員２名:石井(徳)/近藤）

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) 第２回統合準備会で各部会から報告された意見に対する市（教育委
員会）からの回答について
①学校運営部会 ②ＰＴＡ部会 ③施設整備部会
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(４) 質疑及び意見聴取
(５) 跡地利用に関して、サウンディング型市場調査の結果について
(６) その他
(７) 閉会
【配布資料】
◇次第
◇学校運営部会意見報告に対する回答書
◇ＰＴＡ部会意見報告に対する回答書
◇施設整備部会意見報告に対する回答書
◇サウンディング型市場調査の結果について
◇第２回統合準備会会議録
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
【議長】 定刻ですので、ただいまから第３回中郷中学校・清川中学校統合準備会を開催いた
します。本日の議長を務めます、会長の縄谷です。よろしくお願いします。
本日の会議は、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、
委員の過半数が出席していることから、会議が成立していることを報告させていただ
きます。なお、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。撮影した写真が掲載される場合がありますのでご了承
ください。
本日の会議は、木更津市審議会等の会議の公開に関する条例第３条において原則公
開することとなっております。事前に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、８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。
《資料確認》
（２）教育長あいさつ
【議長】 木更津市教育委員会を代表しまして、髙澤教育長よりご挨拶申し上げます。
《教育長挨拶》
（３）第２回統合準備会で各部会から報告された意見に対する市(教育委員会)からの回答につ
いて
【議長】 それでは、次第に沿って、第２回統合準備会で各部会から報告された意見に対する
市(教育委員会)からの回答について、各部長よりお願いします。
はじめに、学校運営部会からお願いします。
【部長】 学校運営部会の意見報告に対する回答について報告いたします。部会は、平成２９
年１２月７日（木）に実施いたしました。まず資料１、（１）の「学校指定用品につ
いて」をご覧ください。部会としては保護者の負担を少しでも軽くしたいということ
で、「何がしかの補助があると良い」、「清川中学校の卒業生に制服等の寄付を募る
こと」という意見が出ていました。また、第２回統合準備会、保護者アンケート、公
民館への投書には「制服代は負担していただいて新品の制服を支給していただけない
か。」という意見がありましたが、検討した結果、「制服代、鞄代等を含め、現物支
給及び補助は行わない。」という回答がありました。理由としては、「千葉県内で近
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年、統合を経験している自治体で制服購入等の補助の実績が無いこと」、「今後、木
更津市で更に学校の統合が行われる可能性があり、その際は今回の統合がモデルケー
スになることが考えられ、状況によっては、違う対応をとらざるをえなくなってしま
うこと」「清川中にはすでに制服がストックしてあり、更に今後、制服や鞄の寄付を
募ってくださる予定であること」ということでした。そのため、中郷中学校区から清
川中学校に通学する生徒につきましては、「清川中学校には更に先輩より制服や鞄の
寄付を募っていただき、中郷中学校から来た生徒で希望者には貸与させていただきま
す。」、「中郷中学校で着ていた制服や鞄はそのまま清川中学校でも使用できます。」
という回答がありました。縄谷委員からは、ストックされている制服の写真を見せて
いただきました。意見等はございませんでした。
続いて（２）の「既存事業の交流」についてですが、「既存事業の交流は実施しな
い」という意見が出ていましたが、教育委員会からは「意見のとおりでよいと考えま
す。」という回答でした。意見等はございませんでした。
続いて（３）の「中郷中学校生徒と清川中学校生徒の交流」ですが、部会では「来
年度がスタートしてから、中郷中学校が中心となって保護者と話し合いを進め、必要
があれば相談して行っていく。」という意見でしたが、教育委員会からは、「意見の
とおりで良いと考えます。」という回答でした。意見等はございませんでした。
続いて（４）の「中郷中学校と清川中学校の教職員交流」ですが、部会では「特に
交流しなくても良いのでは。」という意見でしたが、教育委員会からは、「意見のと
おりで良いと考えます。」という回答でした。意見等はございませんでした。
続いて（５）の「中郷中学校の卓球部」については、部会では「清川中学校に卓球
部を新設することは制約があり難しいが、中郷中学校現１年生が３年生になって総合
体育大会に出られるように、清川中学校に来た際には、顧問を１人つけて対応できる
のではないかと考える。」等の意見が出ましたが、教育委員会からは「意見のとおり
で良いと考えます。」という回答でした。また、「中郷中学校の体育館は統合後も使
えるのか。」という質問が出ましたが、「跡地の利用とも絡むので、まだ未定です。」
との回答でした。意見等はございませんでした。
続いて（６）の「中郷中学校の生徒会役員について」ですが、部会では「中郷中学
校の生徒会役員については、清川中学校に来て本部役員をする。」という意見が出て
いましたが、教育委員会からは、「意見のとおりで良いと考えます。」との回答でし
た。意見等はございませんでした。
続いていただいた意見及び要望です。１点目、「中郷中学校から清川中学校に来た
生徒を１クラス若しくは、２クラスにまとめることについて」は「意見のとおりで良
いと考えます。」と回答がありました。意見等はございませんでした。次に「中郷小
学校を卒業して中郷中学校に通っている生徒を通して、中郷中学校から来た生徒がつ
ながることについて」は「意見のとおりで良いと考えます。」と回答がありました。
意見等はございませんでした。次に「生徒の気持ちを聞くことについて」は、「中郷
中学校区の生徒は、基本的に清川中学校に進むことになります。様々な事情で清川中
学校以外を希望する家庭につきましては、教育委員会学校教育課と相談の上、学区外
申請の手続きをとっていただきたいと考えます。」との回答がありました。意見等は
ございませんでした。次に「中学校１年生及び小学校６年生に説明会を開くことにつ
いて」は「今後、１月末までに中学校１年生及び小学校６年生の保護者を対象に説明
会を開くことを考えています。」との回答がありました。意見等はございませんでし
た。最後に、「中郷中学校の備品」については、「学校備品の整理については、平成
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３０年の夏休みまでに、教育委員会並びに学校で協力し、必要なもの、不要なもの等
を区別したいと考えております。なお公民館へ『ＰＴＡ会員の立場とすれば、中郷小
中ＰＴＡで購入補助した備品の第一優先権は中郷小学校と考えます』という投書が寄
せられました。中郷小中ＰＴＡが購入し、中郷中学校に寄付した備品につきましては、
その点を考慮した上で備品の移転先を検討します。」との回答でした。それについて
は、「中郷小中ＰＴＡの方の気持ちが良く分かる。」「体育館で使っている椅子等い
ろいろな物も購入していただいているので対象になるのでは。」という意見が出され
ました。その他としては、２点あり、１点目は、「各教科の進度確認、補助教材、集
金、教育課程等について、教務主任同士で日程を相談し話し合っていく」と言うこと。
２点目は「中郷中学校の生徒が今現在、地区の夏祭り等の手伝いをしているため、
統合後も中郷地区の子は地区の行事や手伝いに積極的に参加するよう、清川中学校や
住民会議で呼びかけていくこと」です。私からの報告は以上でございます。よろしく
お願いします。
【議長】 続きまして、ＰＴＡ部会より説明をお願いします。
【部長】

ＰＴＡ部会の意見報告に対する教育委員会の回答につきまして報告いたします。部
会は１２月７日（木）に実施いたしました。１点目、通学方法についてでございま
すが、通学方法については、スクールバスの運行を行わず、自転車等による通学と
する旨の回答がありました。理由については、国の基準で中学生の通学距離が概ね
６km 以内とされており、中郷地区から清川中学校までは概ね６km 以内となっている
ことです。今回の結果も含めました、教育委員会の決定事項については、「平成３
０年１月末までに、中郷中学校１年生の保護者及び、中郷小学校６年生の保護者に
対して説明会を開催する。」との回答でした。
２点目、通学ルートについてでございますが、中学校における通学路の指定はご
ざいませんが、生徒が安全に通学できるような環境整備に十分配慮したいと考えて
いる旨回答がありました。前回の統合準備会で、ＰＴＡ部会の委員のみなさまから、
実際に現地を視察いただいた意見等を頂戴いたしました。また、頂きました貴重な
意見等を踏まえまして、関係部局と対応を協議している旨回答があり、「引き続き
生徒が安全に通学できるよう、皆様からの意見を頂きたい。」とのことでした。
今回の回答に対して、ＰＴＡ部会委員からは、「中郷中学校１年生の保護者、中
郷小学校６年生の保護者を対象としたアンケートに記載されている通学経路の安全
対策について十分配慮してほしい。」、「川西地区の通学ルートも検討してほし
い。」、「統合初年度に全ての安全対策を講じるのは難しいので、計画を立てて保
護者に今後の見通しを伝えることが安心につながるのではないか。」等意見があり
ました。
以上でＰＴＡ部会からの報告を終わります。よろしくお願いいたします。

【議長】 最後に、施設整備部会より説明をお願いします。
【部長】

部会は、１１月８日（水）及び１２月７日（木）に実施いたしました。１点目、引
越しに関連してでございますが、「学校備品の整理については、平成３０年の夏休
みまでに、教育委員会並びに学校で協力し、必要なもの、不要なもの等を区別した
いと考えている。また、学校の外にある備品等については、跡地利用が具体的にな
った時点で検討したいと考える。」と回答がありました。このことについて委員か
らは、「不要となった学校備品で地区で活用できるものがあれば譲り受けたい。」
との意見がありました。
２点目、学校歴史の継承についてでございますが、「重要書類である沿革誌、卒
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業生台帳、また将来、中郷中学校の卒業生が必要である指導要録等につきましては、
清川中学校へ引継ぎ保管する。それ以外の重要書類、備品については、保管先の検討
を引き続き行う。なお、中郷中学校が歩んできた大切な歴史であるので、市営博物館
『金のすず』に亡失の無いように保管できる状況にある。」と回答があり、委員から
特に意見等はありませんでした。
３点目、閉校関係式典についてでございますが、「平成３０年度予算において、閉
校関係式典経費等の補助として教育委員会としては、補助金を交付できるよう予算要
求をしている。今後、市全体の予算の関係から財政課による査定等があるので、金額
の決定は、今しばらくの時間を要する。なお、小中学校は『木更津市立』とあるよう
に市が設立し運営していることから、学校の開校式典・閉校式典については、基本、
木更津市、木更津市教育委員会が主催して行う。ただし、地域（地元自治会、まちづ
くり協議会等）が自ら主催したいとの意向があれば、その意向を尊重する。」との回
答がありました。これに対して委員から、「閉校式典は木更津市・木更津市教育委員
会で主催いただきたい。」及び「閉校式典関係で地元から寄付等を集めるのに苦労し
ているため、市からの補助については出来るだけ配慮願いたい。」との意見がありま
した。
４点目、跡地の利用についてでございますが、前回、市から説明のありましたサウ
ンディング調査については、１１月９日（木）午後３時から事業者５社により、現地
説明会が行われ、佐々木中郷中学校教頭、加藤中郷公民館長及び統合準備会施設整備
部会の高橋、君塚、阿部の３名の委員にも立ちあっていただきました。この調査結果
につきましては、後ほどの議題５にもございますとおり、「市から委員のみなさまへ
説明がある。」となっておりますが、部会としては調査の経緯経過等について了解い
たしました。なお引き続き跡地利用につきましては、「地元の意見を尊重いただき、
地元の活性化につながる利用を。」との意見がありました。
５点目、部会の検討テーマではございませんが、その他出された意見についての回
答でございますが、１点目、「特に『いじめ』等が無い様に教育委員会に配慮願いた
い。」については、「教育委員会として、統合先である清川中学校と協力して中郷中
学校区から通学する生徒の対応については、充分配慮したいと考える。」、２点目、
制服代等の補助については、「学校運営部会の中で報告がありましたとおりでござい
ます。」と回答がありました。以上で施設整備部会からの報告を終わります。よろし
くお願いいたします。
【議長】 ありがとうございました。全３部会から報告をいただきました。
（４）質疑及び意見聴取
【議長】 それでは、次第４、質疑及び意見聴取に移ります。
ただ今の、各部会からの報告を受けてご質問、ご意見等はございますか。
【委員】 各部会の意見報告に対する回答を教育委員会から受けたわけですが、要望に沿った回
答内容についてはそのままで良いが、要望に沿わなかった回答内容については、各部
長が今後部会で再検討・協議をしていただきたい。
【議長】

現在、清川中学校では、クリーニング済みの制服ストックが男女約１０着ずつ集ま
っています。多少サイズが合わない可能性もあるので、今後は卒業生にも寄付を呼び
かける予定でいます。また希望があれば鞄やネクタイについても寄付を募っていきた
いと考えています。既に教育委員会から回答は出ていますが、このような状況も含め
て只今の要望を各部会で検討していくということでよろしいですか。
他には意見ございますか。
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よろしいですか。それでは、意見がないようですので、質疑及び意見聴取について
は以上とさせていただきます。
（５）跡地利用に関して、サウンディング型市場調査の実施結果について
【議長】 続きまして、次第５について、事務局より説明を求めます。
【事務局】資料の４をご覧ください。１１月９日（木）に実施した、中郷中学校での現地説明
会については、５事業者からの参加をいただいたほか、施設整備部会の委員にも立ち
会っていただきました。その後の対話については、行政改革推進室及び学校再編課立
会いの下、１１月２７日～２９日に実施し、計８事業者から提案をいただきました。
本日ご説明する資料は、今後ホームページに公表する資料の素案になります。資料は、
「中郷中学校単独の提案」、「中郷中学校・富岡小学校共通の提案」に分かれており、
「中郷中学校単独の提案」については、「スクールスタジオ」、「カラー複合機等の
レンタル商品の整備場」、「スポーツレンタル、貸し会議室、イベント施設」、「健
康増進施設」となりました。続きまして、「中郷中学校・富岡小学校共通の提案」に
ついては、「食肉処理施設」、「ドローン体験施設」、「日本語学校」、「高齢者福
祉施設」となりました。全体を通して、スタジオやドローンの活用等、需要がある提
案であったと感じています。また、「高齢者福祉施設」については、「校舎へのエレ
ベーター設置やトイレ等のバリアフリー化が必要になってくるため、校舎の全体的な
活用は難しい。」との感想も頂いています。また、「小学校だと施設のサイズが小さ
くなってしまうため、中学校の方が需要がある。」との意見も頂いている状況です。
いろいろと意見は出ましたが、魅力的な地域・施設であるとのことでした。
今後の予定については、今回の統合準備会が終わった後に、事業社名を伏せた上で、
実施結果を市のホームページ上で公表します。
対話から時間も経過していないことから、提案内容が実際に事業化できるか十分な
検証ができていない状況であることと、市街化調整区域等の制約もあるため、今後に
ついては、検証を進め、施設整備部会を通してご報告させていただきたいと思います。
今回は事業提案ではなく、市場調査になりますので、今後も地域からの要望等をご教
示頂ければと思います。市としては、今年度中に案を示したいと考えております。私
からの説明は以上です。
【議長】 ありがとうございました。
ただ今の説明を受けて、ご質問･ご意見はございますか。
【委員】

耐震性が不足しているため、人の出入りができないと聞いていたが、大丈夫でしょ
うか。

【事務局】スタジオを提案してきた事業者になりますが、校舎の外観が気に入っており、その
まま残してほしいという要望もありました。現段階では耐震性が不足している部分は
取り壊しを行う予定ですが、民間事業者から外観を生かした提案がございましたので、
再度内部で調査・検証したいと考えております。
【委員】 人の出入りは可能ということでよいのでしょうか。
【事務局】基本的には、耐震性が不足しているため、使用しないほうが良い建物と考えており
ます。
【委員】

「スクールスタジオ」で年間に何回使用するのか、「カラー複合機のレンタル整備
場」でどれぐらいの範囲を使用するかなど、使用頻度等の問題もあると思うが、複数
事業者が重なって事業を展開することは可能なのでしょうか。

【事務局】今回頂いた提案では、１つの事業者で校舎全体を活用する提案はなかったため、い
ろいろな事業者の提案を組み合わせて施設を活用することも十分考えられると思いま
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す。
【委員】

民間事業者に任せるのではなく、木更津市独自で体育館と校舎を活用し、「高齢者
福祉施設」を展開することはできないのでしょうか。

【事務局】既存の施設を有効活用し、維持管理費も民間事業者と連携することによって、費用
を抑えた形で地域振興が図られるのではないかと考えています。いろいろな検証を進
める中で、民間事業者での有効活用が難しい状況が出てくることも考えられるので、
市での対応も考えていきたいと思います。
【委員】

現在、福祉施設に入れずに順番待ちをしている方や、多額の費用がかかるため利用
できない方が多くいるので、高齢者が自宅に待機している状況である。このような状
況を踏まえて、体育館と校舎を有効活用した、木更津市独自の高齢者福祉施設を検討
していただきたい。

【事務局】民間事業者と協議をしていく中で、このようなことも検討に入ってくるのではない
かと考えておりますが、有効活用になると「エレベーターが無いことやトイレの問題
もあるため、そのまま活用するのは難しい。」という意見もございました。市として
は、なるべく有効活用をしたいと考えております。
【委員】

木更津市の方針とすれば、跡地利用に関して民間事業者を活用して、利益を出した
いと考えていると思いますが、地域の要望を聞いていると、「民間事業者に任せるの
ではなく、木更津市が独自に体育館や校舎、運動場を運動施設等として使ってほし
い。」という意見が多くある。

【事務局】木更津市が運営するスポーツ施設についてのご意見としていただき、検討したいと
考えております。
【議長】 他に意見はございますでしょうか。
無いようであれば確認させていただきたいのですが、会の一番初めに出された意見に
ついては、教育委員会の回答結果で要望に沿っていないものについては今後、部会で
再度協議していくとの内容でしたが、既に教育委員会からは意見に対する回答がでて
おりますので、今後は部会で配慮していくということで会長として判断させていただ
きましたが、よろしいでしょうか。
【委員】

教育委員会からは「制服と鞄については貸与します。」という回答がありましたが、
地元の生徒・保護者からは、「新しい制服等を提供してほしい。」と要望がありまし
た。

【事務局】近年統合した千葉県内の中学校としては、２０１５年に印旛郡栄町で１件、２０１
６年に香取市で１件あります。そして２０１８年には大多喜町で統合が予定されてい
ます。３つの教育委員会に確認したところ、「学校指定用品等の補助は行わない。」
とのことでした。また、清川中学校には校長先生や保護者の方のあたたかいご配慮も
あり、既に制服を集めてくださっています。今後は更に制服や鞄の寄付を募っていた
だく予定です。また、木更津市では今後更に中学校の統合がある可能性があります。
そのため、今回、学校指定用品等の補助は行わないことにさせていただきました。
【委員】

他市の考えと同じではなく、木更津市独自の判断で制服の補助をしていただきたい。

【委員】

学校では子どもたちから、「新しい制服を着て入学したい。」という意見が出てい
る。子どもたちにしわ寄せが出てくるのはかわいそうである。新しい制服を着て入学
することは地元保護者の切なる願いである。何百人の制服を新しくするわけではない
ので、他市の状況は関係なく、子どもたちに対して人間味のある対応をしていただき
たい。

【議長】

清川中学校校長の立場としてお話しさせていただきます。清川中学校としてはでき
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る限り配慮したいと考えており、制服のサイズも測るなどして対応をしています。１
人につき２着貸与することもできるのかなと思っております。クリーニングをかけて
保管しておりますが、それでもだめでしょうか。
【委員】

１年生から清川中学校に進学する生徒については問題ないが、現在の中学１年生に
は新しいものを支給していただきたい。

【議長】

卓球部についても、最後の大会に参加できるように配慮いたしますし、制服につい
ても、できる限り配慮させていただきます。

【委員】

清川中学校の先生には大変感謝しておりますが、市で補助を出さないことに不満が
あります。

【事務局】先ほども申し上げましたが、清川中学校や清川中学校保護者のご好意も踏まえて、
検討した結果になります。
【委員】 お金の問題ですか。
【事務局】今回は木更津市で初めての統合になり、今後のモデルケースとなります。今後も中
学校の統合が検討されていることや、清川中学校のご好意を踏まえて検討した結果に
なります。
【委員】 対象の生徒は少人数で、費用的にも少ないがそれでも補助できないのか。
【事務局】何度も繰り返しますが、今後の統合のモデルケースになることから、補助は行いま
せん。
【委員】

現在の中郷中学校の一部の保護者からの意見ですが、「清川中学校の年間行事を知
っておきたい。」という意見がありますので、何らかの形で教えていただきたい。

【議長】 教えることはできます。
【委員】

保護者としては、中郷中学校の卓球部を期間限定で存続させていただくことには大
変感謝しておりますが、現在の清川中学校の生徒は卓球部には入れないということも
あり、中郷中学校の生徒を特別扱いすることに対して心配する声もあるので配慮して
いただきたい。また、「中郷地区から生徒が通うことになり、清川中学校の自転車通
学の範囲が狭くなった。」と噂が出ており、保護者としては心配になっているため、
配慮していただきたい。

【事務局】中郷中学校の卓球部については、学校運営部会の中で再度検討してまいります。
【委員】

駐輪場については、現時点で余裕はございません。現在の中学校１年生も駐輪場か
らはみ出している状態です。交通量の増加状況や、不審者情報が出回っていたことか
ら自転車通学の範囲を広げた結果、自転車通学者が大幅に増えてしまった。このよう
な事態の解消に向けて、駐輪場の許容範囲に見合った自転車通学の範囲に変更してい
る状況です。中郷中学校の統合と自転車通学範囲が狭まることは無関係です。

【議長】

先ほど、年間行事のお話もありましたが、扱っている教材の違い等もありますので、
年度末ごろに互いの教員間で話をすると、学校運営部会の中で話を進めているところ
です。また、話は戻りますが、制服については、このまま進めるということでよろし
いですか。

【委員】

制服の問題についてですが、教育委員会の回答内容は分かりました。傍聴席には市
議会議員が見えておりますので、お力をお借りして様々な形でお願いにあがりたいと
考えております。

【議長】

回答内容が要望に沿ってないからもう一度検討してほしいとなれば、終わりがあり
ませんので、市からの回答は受け止めていただいて、更に配慮していく部分について
は対応していくということでよろしいですか。

（６）その他
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【議長】 それでは最後に、その他について事務局から何かありますか。
【事務局】来年からは統合に向けて具体的にいろいろとご意見を伺うため、部会を開催する予
定でございますが、現在のところ、次の開催日等について決定しておりません。年
末・年始を挟みますので、部会の日程等決まりましたら、早めにご連絡いたします。
来年もよろしくお願いいたします。
【議長】 それでは、以上をもちまして、第３回 中郷中学校・清川中学校統合準備会を閉会さ
せていただきます。ありがとうございました。
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