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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) 各部会からの報告
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実施について
(６) その他
(７) 閉会
【配布資料】
◇次第
◇学校運営部会意見報告書
◇ＰＴＡ部会意見報告書
（※添付資料「経路図」は、生徒の通学の実態がわかり、掲載すること
により危険があると判断されるため、市公式ホームページ非掲載）
◇施設整備部会意見報告書
◇サウンディング型市場調査について
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
【会長】
定刻ですので、ただいまから第２回中郷中学校・清川中学校統合準備会を開催い
たします。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、
委員の全員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、５名の方から傍聴の申し込みがあり、本日４
名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）各部会からの報告
【議長】
それでは、次第に沿って、各部会からの報告について、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】
学校運営部会で出された意見につきまして、報告いたします。部会は７月２７日
及び９月２０日に実施いたしました。
まず(1)学校指定用品について、制服や鞄については清川中学校の卒業生に今年度
から寄付を呼びかければよいという意見が出され、既に清川中学校の縄谷校長先生
が呼びかけてくれ、年度末に制服の集まり具合を見て、その後のことを相談したい。
また、この他にも学用品等保護者に負担がかかるため、補助があるとありがたい
という意見も出されました。
(2)既存事業や行事での交流については、現在、中郷中学校は中郷小学校と交流し
ており、統合までの間はそのまま継続し、中郷中学校と清川中学校の既存事業や行
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事の交流は実施しないのがよいと部会としては考えます。
(3)中郷中学校と清川中学校の生徒間の交流については「中郷中学校の生徒が清川
中学校に来て過ごす」交流が考えられます。実施する際には、中郷中学校の保護者
の方にも参加いただき、清川中学校の様子を見ていただくことも良いのではないか。
具体的な交流については、来年度から中郷中学校が中心となって保護者等と話し合
いを進め、必要があれば相談していく方向です。
(4)教職員交流については、中郷中学校の教員が清川中学校の教員に、統合前にし
っかりと引継ぎを行なえば、交流の必要はないと考えます。
(5)中郷中学校卓球部について、清川中学校には卓球部がなく、施設面などの関係
で卓球部を新設することも難しい状況です。中郷中学校の現１年生が３年時に清川
中学校へ転校した際には、総合体育大会に出られるように総合体育大会までの期間
限定で顧問を配置し卓球部をつくると部会でまとまりました。可能であれば来年度
から清川中学校教職員を派遣し、卓球部生徒と人間関係をつくっていきたいと清川
中学校の縄谷校長先生からお話いただきました。
課題は卓球部の練習場所です。総合体育大会までの期間、中郷中学校の体育館を卓
球部の練習場所として使用させていただきたい。使用できない場合には、朝練習は
清川中学校の特別室等で、放課後練習は南清小や東清小の体育館を借りるなど意見
が出ました。
ただし卓球部を新設することは難しいことにかわりなく、来年度中郷中学校の新
入学生については卓球部の募集を停止し、男女ともソフトテニス部に入ってくれれ
ば清川中学校でも続けることが出来るので、良いのではないかと意見が出ました。
(6)統合時の中郷中学校生徒会役員については、清川中学校に来た際、本部役員に
入るという意見が出されました。
この他にも、５点意見要望等がでました。
①中郷中学校から清川中学校に来た生徒は学級を振り分けずに、１か２学級にまと
める方が良い。特に３年生はすぐに修学旅行があるため配慮されたい。
②中郷小学校卒業生で清川中学校に進学した生徒がおり、その生徒たちを通じて、
中郷中学校から来た生徒と清川中学校にいる生徒たちがつながれば良い。
③様々な事情で清川中学校には行かない生徒が出るかもしれないので、生徒の気持
ちを聞いてほしい。
④中郷中学校１年生の保護者に、今まで話し合ったことや決まったことなどを伝え
る説明会、中郷小学校６年生の保護者に、今後の見通しなどを伝える説明会を開く
こと。
最後に、⑤中郷中学校の使用している備品について、清川中学校が優先して使用で
きるのか質問がありました。
説明は以上です。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】

資料２をご覧ください。部会は、７月２７日（木）及び９月１３日（水）に開催
した。９月１３日は、午後６時３０分から通学経路の現地調査を行なった。
(1)通学方法について、中郷地区は東西に広く、地区内でも通学距離、通学時間は
大きく異なる。清川中学校まで比較的近い生徒については、自転車による通学が可
能だが、上望陀地域など、遠距離を通学する生徒については、スクールバスによる
通学方法も検討してほしいとの意見がありました。
また、市教育委員会で、通学方法が決定したら「保護者に対して丁寧な説明をし

- 3 -

ていただきたい」との意見もございました。
次に(2)通学ルートについて、この資料は、現在、中郷地区から清川中学校へ自転
※

車で通学している生徒に聞き取り調査を行い、実際の通学経路を図示した資料 です。
(※経路図は、市公式ホームページ非掲載です。) この通学経路を部会委員で現地調査
した結果、「椿橋の欄干」や「街路灯の未整備」等、生徒が通学するには危険である
箇所を確認することができたため、部会委員からは、生徒が安全に通学できるよう、
環境の整備に十分配慮していただきたいとの意見がありました。
※

なお、資料 中、点線①、⑤の「推奨ルート」については、現在の通学経路より安
全に通学できると考えられる道を地図上に記載しております。
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】

資料３をご覧ください。部会は７月２７日（木）及び８月１１日（金）に実施。
特に８月１１日は、会場を中郷中学校で行い、校舎及び体育館等について、委員
による現地視察を行ないました。
(1)引越しに関連して、学校備品を除き、中郷中学校には、校歌碑・学校創立５０
周年記念碑があり、池には睡蓮・鯉がおりますが、これらは学校に古くからある思
い出の品ですので、出来れば現地に残していただきたい。
(2)学校歴史の継承について、永久保存を行う沿革誌、卒業生台帳、成績表や、生
徒の大会出場のトロフィー、賞状等の品々は、中郷中学校が歩んできた約７０年の
歴史の財産ですので、然るべき場所に亡失の無いよう保存し継承いただきたい。
(3)閉校関係式典については、学校、ＰＴＡ、卒業生、地区で実行委員会を組織し、
閉校記念誌を作成するとともに、閉校式を実施することが決定いたしました。
これら経費について、地元負担だけでは支出が厳しいものであるため、市からの
経費負担について、ぜひ配慮いただけるようお願いします。
(4)跡地の利用について、８月１１日の部会で市からサウンディング調査について
説明があり、部会として実施について了解した。その中で、調査はオープンで行う
とともに、地元が活性化できる跡地利用の決定をお願いしました。
また、委員から市が積極的に進めている自主防災組織について、今後組織する地
区を増やしていく予定であり、機材の保管庫が必要であること、及び保管場所のな
い地元の祭りの「昇り旗」を保管できる倉庫として使えるところがあればよいとの
意見がありました。
さらに今後２０年後、３０年後の中郷地区まちづくりという将来ビジョンを考え
て、跡地利用については進めて欲しいとの意見がありました。
最後に(5)その他の意見として、統合にあたり中郷中学校から清川中学校へと進学
先が変更となる生徒について、特に「いじめ」等ない様に教育委員会に配慮願いた
いこと、統合にあたり中郷中学校から清川中学校へ進学先が変更となる家庭に対し
て、制服代等の補助を市に配慮願いたいとのことがありました。
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。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】

中郷小学校６年生と中郷中学校１年生を対象に「不安なこと・要望」についてＰ
ＴＡからアンケートを実施した。未集計のため本日提示できないが、アンケート結
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果には、先の３部会の意見と同様のものもあれば、更に細かなもの、部会意見とは
違うものなどが出てきているので、まとめてそれぞれの部会に持ち込み検討してい
ただきたいと考えていますのでよろしくお願いします。
【議長】

それでは今後、各部会でよろしくお願いします。他にありますでしょうか。

【委員】

８月１４日に市役所へ中郷中学校跡地の利用について意見を持参した。中郷中学
校の施設を全て中郷小学校にすれば、小学校の校舎や体育館、運動場の建設は必要
ないのではないかと考えたものだが、工事が決まっているとのことで却下された。
この場で理由をもう一度説明いただきたい。

【事務局】

中郷中学校に現在は仮設の小学校があるが、その施設等をそのまま使用し続けて
いければ新たに小学校を建設する必要はないというご意見を委員から受けました。
これについては教育委員会の中でも既に意見が出ており、十分に検討した。また、
地元の要望もあり、中郷小学校を井尻に建替えることが決定し、現在工事等計画を
進めている。決定事項であり市議会へも報告済みで地元の了解も得ていることなの
で、再検討はしないものです。

【議長】

既に十分検討済みの意見であったとのことです。

【委員】

非常に経済的に無駄があるように思えた。中郷中学校体育館が出来てまだ３年程
度であり、跡地利用について検討する中でも現中郷中学校を小学校として利用する
のが最もコストがかからないと思うし、また、中郷中学校の残したいものもそのま
ま残すことができる利点があると考えたが、書類も受けてもらえなかったため、話
させていただいた。

【議長】

せっかくのご意見でしたが、既に計画が動いている決定事項ということです。

【事務局】

木更津市の経済等を考えていただき大変ありがとうございます。真剣に今後の跡
地利用等について考えていただいたことに感謝しております。
補足します。地元から現在小学校建替えを予定している井尻地区が中郷地区の中
心であり、そこに小学校を存続していくことが地元の強い要望であり、それにより
中郷地区を繁栄させていきたいというご希望があったことから、教育委員会、市全
体で判断した結果、小学校を現地に建替えることが決定したものです。
その後、中郷中学校についてはじめは存続していく予定でありましたが、複式学
級が生じてしまう恐れがあり、複式学級となっては学校が成り立たないために皆様
苦渋の選択により現在の決定がありますので、ご理解ご協力いただきたい。

【議長】

ご理解よろしくお願いします。他にありますか。

【教育長】 ＰＴＡ部会の推奨ルートの資料について、確認したい。
《資料確認》
【委員】

先ほどの中郷中学校跡地を中郷小学校にということが出来ない理由でもう一点、
中郷中学校校舎は耐震性が基準を下回っており、現在も生徒が学んでいるのは実は
危ない状況ということもあると思う。地域でも今の小学校跡地への建替えについて
全員が賛成していたわけではなく、中でもいろんな意見があった。中郷中学校の今
の校舎を生かしても危険な建物なのでできないと思う。

【委員】

視察した際に危険箇所は取り壊し、使える箇所だけ残すと説明を受けている。残
せる施設を使えたらと考えたが。

【委員】

ありがたい意見だったが、市の対応について疑問があり、説明がきちんとあれば
納得されたのかなと思い補足で説明した。

【委員】

訪問した際に説明はきちんとされました。ただ、これまでの議事録にもなく、部
会開催後の発案であったため、皆さんの前で発言させていただいた。
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【委員】

既に決まっている中郷小学校建替えについて蒸し返したくない。経済的な理由で
決定事項を変更しようなどと教育環境を語るのは不適切に感じる。

【議長】

意見を出し合うことで議論が深まるということで、多角的視点からの意見ですね。

【委員】

今回の中郷中学校についても、経済的採算が取れないからつぶすということなく、
数人でも生徒が残る限り存続してほしい想いだった。教育については、銭金抜きに
して考えていただきたい。

【委員】

中郷地区としては小学校については了承していること。他地区の方、傍聴の方も
居るので、現在の小学校の建設についての進捗状況がわかれば教えていただきたい。

【事務局】 現在、中郷小学校校舎部分の解体が終わり、文化財の発掘調査を行なっている。
改築する建物について、校舎・屋内運動場については本日、建築部分の入札公告
を行ないました。お約束のとおり順調に進んでおります。
【議長】

ありがとうございました。よろしいでしょうか。他にありますか。
先ほどの制服の件について、清川中学校卒業生からクリーニング済みの寄付され
た制服が既に男女とも１０着程度あります。サイズの面もあるので更に卒業生へ声
をかけていきたいと思います。

【委員】

事務局の説明からすると、計画した予定通り進んでいるということでよろしいか。
変更点はないか。

【事務局】

中郷小学校は平成３１年４月から再開校できるように平成３１年１月を目途に工
事を進める手続きを行なっています。建築工事については議会承認を得る必要のあ
る大きな工事のため、まずそれを発注して進めていくスケジュールで、予定通り平
成３１年４月開校できるよう粛々と進めております。

【事務局】

可能であれば工事を早めに進め、再開校前の６年生が新しい体育館で卒業式を行
なうことができないかと模索していることを補足します。

【議長】

他にご意見はありますか。

【委員】

制服について、卒業生から集めて配る予定があるということだが、今回は行政側
の都合で無理やり統合するものであり、中郷中学校から清川中学校へ行く生徒数も
多くはないので、その分の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。

【事務局】

本日、様々な意見をいただいておりますので、制服についても持ち帰らせていた
だいて、教育委員会として、また市として検討したい。

【議長】

よろしいですか。では、またなにかあれば部会等で伝えていただいて検討してい
ければと思います。よろしくお願いします。
それでは、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４をご覧ください。資料の１頁２頁については、本市の公共施設マネジメン
トについての概要です。今後見込まれる人口減少に伴う税収の減少や急速な高齢化
に伴う社会保障費の増加などにより、公共施設の維持管理に充てられる経費は限ら
れていくことが危惧されています。公共施設を適正に維持管理していくためには今
から計画的･積極的に再編に取り組んでいく必要性があるという認識のもと、昨年
度、公共施設等統合管理計画と公共施設再配置計画を策定しました。特に公共施設
の建築物については、再配置計画の３.基本方針に基づいて進めています。
今回の中郷中学校の跡地利活用に向けた基本的な考え方は、資料４の３頁の５つ
の項目です。これらの方針に沿って、跡地利活用を円滑に進めていくためには、民
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間事業者との連携は不可欠だと考えております。更には、市街化調整区域という土
地規制もある場所のため、民間事業者の専門的な知見やノウハウをいただきながら
活用を検討していきたい。
以上により、今回は統合準備会での協議と連動して、民間事業者から広く意見･提
案を求め、「対話」を通じて市場を把握するサウンディング型市場調査を実施した
いと考えております。
サウンディング型市場調査の概要は、資料４の４頁をご覧ください。今回実施を
検討しているサウンディング型市場調査は、活用案を決定する前の段階で民間事業
者と直接対話を行い、民間事業者としての自由な発想による事業アイデアを提案い
ただいて活用案を考えていく手法です。民間事業者と連携しやすい、参入しやすい
環境を構築することが出来、民間のノウハウや創意工夫を事業に反映することが出
来ます。
本日の統合準備会で実施について賛同していただけましたら、速やかに本市公式
ホームページなどで公募を行い、１１月から１２月のはじめには調査を実施したい
と考えております。そして、１２月に開催予定の第３回統合準備会で、調査結果の
概要を報告できるように進めて参ります。
先ほどのご意見のとおり、経済的なことだけで話を進められるものではございま
せんが、市全体として施設の再配置等は重要な命題と認識しております。今回の中
郷中学校の統合について、市全体として将来に向かってよい方向へ向けていきたい
と考えておりますので皆様のご協力をお願いします。
調査結果は、統合準備会へ示します。統合準備会や施設整備部会で協議いただき
ご意見を伺った後に、事業化に向けた取り組みを行なえればと考えています。
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】

統合準備会での協議内容は、中郷中学校の跡地利用に関わり、どの程度反映され
るか。実際には市が中心となるものではないかと考えているが。
また、市街化調整区域の制限について、規制が今後変わっていく余地があるのか。

【事務局】

今時点で既にいただいている様々なご意見については、調査で民間事業者と対話
をする中でも地元から出ているご意見を提示してそれらを踏まえた意見･提案を事
業者からいただければと考えている。土地規制の制限がある中ですが、まずはいろ
いろなアイデア･提案を出していただいて、統合準備会の皆様に提示し、皆様の意
見を聞きながら最終的には市の方で決めることになります。その中で統合準備会の
意見がどのくらいの割合を占めるかは今のところはわからないが、皆様からの意見
を反映する方向で出来ればと考えて進めていきます。
次に、土地規制の検討については、今も行なっておりますが、今回の統合のスケ
ジュールに合わせて行なうことは今の段階では難しいが今後も模索していきたい。

【議長】

他にありますか。

【事務局】 サウンディング調査について、ここでご了解をいただけるか伺いたい。
【議長】

ご了解いただけるでしょうか。挙手をお願いします。
《委員挙手》

【議長】

委員の過半数以上の方が挙手いただきましたので、よろしくお願いします。

【事務局】 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
【議長】

それでは、「跡地利用に関して、サウンディング型市場調査の実施について」は、
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以上とさせていただきます。
（６）その他
【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】

まず１点目、追加資料の配布について、統合に関して地区の住民より公民館に
「ご意見」の提出があったと加藤公民館長より報告いただきました。いただいたご
意見を今後の部会等での検討のため、皆様に共有します。
２点目、第１回統合準備会でお示ししたスケジュールでは、第３回統合準備会を
１２月に行なうこととしています。この場で日程調整をさせていただきたい。

《日程調整》
なお、部会の開催日程については、後日日程調整させていただきます。
【議長】

事務局から２点ありました。「ご意見」については、目を通していただいて、各
部会での検討をお願いします。
次回は平成２９年１２月１４日(木)１９時から中郷公民館で開催します。
次回、第３回統合準備会までに、各部会において検討をお願いいたします。
それでは、以上をもちまして、第２回 中郷中学校・清川中学校統合準備会を終わ
ります。ありがとうございました。

○ 決定事項
次回統合準備会日程：平成２９年１２月１４日（木） 午後７時から
会場：中郷公民館
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