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【配布資料】
◇次第
◇富岡小学校・馬来田小学校統合準備会の設置について
議事の経過及び

別紙のとおり

発言の要旨

○ 議事概要
（１）開会
【司会】
それでは、定刻でございますので、ただいまから第１回富岡小学校・馬来田小
学校統合準備会を開催させていただきます。
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」がござい
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、１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、お配りしてあります資料等につきまして、
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】 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】
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】
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。
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【各委員】 異議なし
【司会】

異議なしとの声があがりましたので、教育部長、お願いいたします。

【教育部長】会長が選出されるまでの間、仮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。
会長、副会長の選出をお願いしたいのですけれども、いかがでしょうか。
【委員】

事務局に一任いたします。

【教育部長】ただいま事務局に一任するという意見がございましたが、事務局で案はありま
すか。
【事務局】

事務局案を申し上げます。会長に馬来田小学校の矢野校長先生を、副会長に富
来田地区区長会会長の鴇田委員をそれぞれ推薦したいと考えておりますが、いか
がでしょうか。

【教育部長】ただいま、事務局案としまして、会長に馬来田小学校校長の矢野委員、副会長
に富来田地区区長会会長の鴇田委員にという提案がございましたがいかがでしょ
うか。
【委員】

よろしくお願いします。

【教育部長】ご了承を得られたということで、会長を馬来田小学校校長の矢野委員、副会長
を富来田地区区長会会長の鴇田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、以上で仮議長の任を解かせていただきます。ありがとうござ
いました。
【司会】

新たに選出された矢野会長、鴇田副会長にご挨拶をいただきたいと思います。
初めに、矢野会長お願いします。

【会長】

皆さまご賛同いただきましてありがとうございます。
自治会の代表の皆さま、ＰＴＡ関係者の皆さま、更には学校、行政関係者で組
織されるということで、この準備会がスムーズに今後流れていくように、微力で
はございますが尽力してまいりたいと思います。
全ては、子ども達のためにということが大前提でこの会が進めばと思います。
どうぞよろしくお願いします。

【司会】

続きまして、鴇田副会長お願いします。

【副会長】

かねてより、ピンチはチャンスという言葉が好きで、こういう時代ですから、
我々が時代の証人として良い形で結び付けて行きたいなと考えています。全ては
子ども達のためです。どうぞ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。」と規定されています。
本日、委員総数２１名で、皆さんご出席でございますので、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、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に説明を求めます。

【事務局】

本日の会議は、１回目となりますので主旨として、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「富岡小学校と馬来田小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。富岡小学校においては、既に複式学級になっており、今後
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複式学級が拡大していく懸念がある状況から、平成２９年２月に資料の１０に添
付されております「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年度末をもって馬来田小学校と統合すると決定いたしました。
この計画に基づき、統合を円滑に進めていくために、本統合準備会を設置させ
ていただきました。
資料２をご覧ください。統合準備会は付属機関ではございません。それにより、
諮問・答申といったことはございません。学校関係者は、学校活動の延長、ＰＴ
Ａ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、この
準備会のメンバーとなっていただくため、報酬の支払いはありません。様々な意
見を聴取するために任意の団体として定義づけさせていただきました。
また、付属機関ではございませんので、合議制はとりません。多数決で決する
のではなく、いろいろな意見の聴取をさせていただきます。いただいた意見を基
に市内部にて方向性を決定していきたいと考えております。
準備会の検討内容は、統合準備会だよりを発行して公表していきたいと考えて
おります。また、会議は基本公開制といたします。
設置する統合準備会は、実施計画の中で平成３０年度末に統合することが決定
しております、「中郷中学校・清川中学校統合準備会」と「富岡小学校・馬来田
小学校統合準備会」を設置したところです。
統合準備会の委員構成については、学校関係者・ＰＴＡ関係者・自治会関係者
等々となっておりまして、資料４にてご説明いたします。
統合準備会の進め方としまして、それぞれの委員が部会に入っていただきまし
て、各部会で検討・協議していただきまして、それを統合準備会でもむという形
で進めて行きたいと考えます。
資料３をご覧ください。統合準備会を設置するにあたり、その根拠として「木
更津市小中学校統合準備会設置要綱」を定めさせていただきました。この要綱に
従いまして、本統合準備会を進めていきます。
資料４は委員名簿でございます。富岡小学校・馬来田小学校からそれぞれ学校
関係者、ＰＴＡ関係者、自治会関係者が委員に入っております。また、小中一貫
校の検討をするということが計画の中で盛り込まれていますので、富来田中学校
の学校関係者にも委員になっていただいております。
また、事務局としまして、教育委員会関係各課の長と市の関係各課等の長が入
っておりますので、市全体で同じ意識を持ち統合に向かって円滑に進めていく所
存でございます。
続きまして資料の５、準備会の運営方法についてご説明いたします。
会議の傍聴について、「木更津市立小中学校統合準備会設置要綱」第７条第６
項により原則公開といたします。ただし、案件によっては会議に諮って非公開と
することができます。案件の例として具体的には、個人情報が入っていることを
会議で扱うとき、また、統合準備会を進めていく中で市の条例・規則等を改正し
たり予算要求をしなければならないことがあるかと思います。そうした場合、教
育委員会としては教育委員会会議に諮ったり、市議会の議決を得るといった手続
きが必要となってきます。そうした場合、委員の皆さまに諮って公開・非公開の
可否を決したいと考えております。
傍聴希望があった場合、会議室内の後ろに椅子を並べ可能な限り制限はしない
ようにしたいと考えますが、会議によっては傍聴希望者が多数になり会議の進行
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に妨げがあるような場合は、定員を決め、抽選を行ないたいと考えております。
②傍聴できる者又は禁止事項につきましては、資料に「木更津市教育委員会傍
聴人規則」を添付しております。基本的にはこの傍聴人規則を準用いたします。
この規則にない事項につきましては、その都度会議に諮って可否を決定して行き
たいと思います。
続きまして、欠席の取り扱いについて、統合準備会の委員は役職を含めた個人
に委嘱させていただいておりますので、基本的に代理の出席は認めません。
ただし、会議開催については、事前に取り扱う案件について委員の皆さまにお
知らせした上で、意見がございましたら文書・メール等で事前に申し出て下さい。
会議録の作成は、要約筆記とし、発言者無記名で事務局が作成させていただき
ます。また、会議録は木更津市公式ホームページに掲載いたします。
広報について、会議の開催については、基本的にホームページ・市の掲示板に
掲載させていただくとともに、公民館に協力していただき公民館だより等に載せ
ていただくことを考えております。
統合準備会で話し合われた結果については、統合準備会だよりを発行させてい
ただきます。統合対象校の保護者の方へ配布し、自治会につきましては回覧で、
また市の公式ホームページへの掲載、そして市役所・教育委員会の窓口、富来田
公民館の窓口で配布します。「広報きさらづ」につきましては、市全体に関わる
事や重要な案件があった場合に、掲載依頼をしていく考えでおります。
また、各学校へのお願いですが、学校通信等でこういった広報をしていただけ
ればと思います。
会議の開催について、会場は原則富来田公民館で平日の午後７時からといたし
ます。速やかな統合等のため協力していきたいと思います。以上です。
【議長】

資料１から資料５まで、説明がありました。それでは質疑応答に入ります。事
務局の説明内容について、ご質問、ご意見等ございましたらお願いいたします。
【発言者なし】
続きまして、次第６「準備会の進め方等について」説明をお願いします。

【事務局】 統合準備会の進め方等につきまして、ご説明します。
資料６をご覧ください。統合準備会の組織図として、委員の皆さまで構成する
ものが、「統合準備会」です。統合に係る全体的な調整課題等の検討を扱うもの
で、その下に各部会を設けたいと考えております。各部会で検討したものを全体
の統合準備会で検討・協議していくという形をとりたいと考えております。
全体会の開催頻度でございますが、資料８のスケジュールで細かく説明いたし
ます。部会といたしましては、「学校運営部会」「ＰＴＡ部会」「施設整備部会」
の３部会を設けて、検討事項は２番に記載しております。
学校運営部会につきましては、学校のこと・学校運営のことになります。
この中で小中一貫校の検討や、昨年１２月の説明会にも出ておりました事前の
児童の交流・教職員の交流・既存事業の交流等について、意見を徴収していきた
いと考えております。
ＰＴＡ部会は、通学方法・通学路の安全対策、ＰＴＡの組織等につきまして、
検討していくものでございます。
施設整備部会は、移転の計画や学校統合に伴う閉校式などの式典行事、それか
ら１５０年の歴史をもっている富岡小学校の学校歴史等の継承をどうしていくか、
そして施設の跡地の利活用について等のご意見をいただければと思います。
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統合準備会の流れとしては、３つの部会に委員それぞれ属していただき、各部
会に分かれて各検討項目についての意見を出し合っていただいて、部会内で検討
していただきます。それを統合準備会に持ち寄り検討･協議するといったように
検討と協議を積み重ねていく形で会議を進めていきます。
続きまして、資料７をご覧ください。部会の構成でございますが、事務局の案
としてご提案させていただきます。ただし、資料７下部に記載しましたとおり、
便宜上この様な形で部会を構成しますが、検討や意見聴取を進めていく中で問題
点等がある場合には、部会同士で軌道修正をしたり、委員以外の関係者等を含め
て柔軟に運用していくことを考えております。
構成メンバーについて、事務局案を資料に提示させていただきました。会議終
了後に、部会構成について決めていただければと考えておりますので、事務局案
に対してご意見がございましたらお願いします。
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体会
のことをさします。全９回で考えております。７月の第１回というのが本日の会
議で、第２回を１０月に開催したいと考えております。市では１０月が翌年度の
予算要求の時期であるため、第３回は１２月でございますが、平成２９年の終わ
りあたり、進捗状況の確認・問題点の抽出等を行ないたいと考えます。また、第
４回は平成３０年度末の３月となります。それまでの実績確認と翌年度に向けて
の課題等について話し合いたいと思います。平成３０年度４月は、委員の中には
替わられる方もいらっしゃると思いますが、新しい委員等をお迎えして新年度１
年間を進めていくための話し合いをするため、７月の第６回は、学校でいえば１
学期が終了する時期のため、その時点での進捗状況等の確認をしたいと思います。
９月が第７回となります。平成３１年度新年度予算要求を想定しています。１２
月は平成３０年の終わりということで第８回目、そして平成３１年３月が第９回
で最終回となります。できればすべてのことが解決して、翌年度への繰越がある
かといった総括を行ないたいと考えております。このように、全体会は全９回で
行ないたいと考えております。
部会の流れについて、各部会の検討項目は、確定・決定しているというわけで
はなく、先進地の事例や昨年１２月の説明会の中で出た意見等を基に、必要と思
われる項目を選ばせていただいたものです。実際に部会が始まりましたら、不足
する項目や不要な項目についてもご意見をいただけるものと考えております。仮
の考え方として、このようなスケジュールで検討･協議していくものとして考え
て案を提示させていただいております。部会と統合準備会での検討･協議を重ね
て進めていきたいと考えます。説明は以上です。
【議長】

ただいま、事務局より資料６．７．８の説明がございました。
事務局の説明内容についてご質問、ご意見等ございますか。

【委員】

この計画で結構なのですが、跡地利用についてはもっと早く決着しなければな
らないかもしれない。部会の構成については時間がないと検討できないので終わ
った後すぐ名簿を出せない。少々時間をいただきたい。

【事務局】

結構でございます。できれば、ということですので、今日直ぐにという事では
ございません。よろしくお願いします。

【議長】

よろしいでしょうか。その他ございますか。

【委員】

スケジュールの中で、学校の名称とか、校章だとか検討されていくということ
ですが、実際に今、平成３１年度には富岡小学校の生徒が馬来田の小学校に移る
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わけです。前提として、馬来田の小学校には、それだけの教室・設備とかは十分
あるということでよろしいでしょうか。
【事務局】 教室数、施設設備につきましては、問題はございません。
【委員】

では増築とか、そういうことは必要ないということでしょうか。

【事務局】 ありません。
【委員】

わかりました。

【議長】

それでは、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９と資料１０についてご説明させていただきます。
富岡小学校・馬来田小学校・富来田中学校の比較として年間計画やＰＴＡ等に
ついて、現状の参考資料でございますので、後ほどご覧いただければと思います。
資料１０小中一貫校について、富岡小学校・馬来田小学校の統合につきまして
は小中一貫校への検討を行なうということが実施計画にございますので、小中一
貫校について一般的な内容を資料としてつけさせていただいております。意見を
いただくときのご参考にしていただきたいと思います。以上です。
【議長】

資料について説明がございました。何かご質問・ご意見等ございますか。

【委員】

資料の９について、部会で話し合っていくことの一つと思うが、これは富岡小
と馬来田小が合併することでゼロからという考えでよろしいのか。それとも、馬
来田小をある程度ベースにしていくという形をとるのか。

【事務局】

名前等の問題は置いておいて、学校の基本的なスケジュール・教育の課程等の
計画については、建物を利用するので基本的には馬来田小学校のものをベースに
進めていければと考えています。
ただ、通学時間が長くなりますので、時間の変更など検討していかなければな
らないことはあると思います。そのため、時程について等も資料に載せさせてい
ただきました。

【委員】

では、ベースは馬来田小学校にして、富岡から来られた方がうまくいくように
調整していくと、そういった考え方でよろしいか。

【事務局】 基本的にはそう考えております。
【議長】

そのほか、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは、連絡に移ります。事務局お願いします。

【事務局】

第１回目の部会の日程を調整させていただきたいと考えております。３部会あ
りますが、まずは日程だけ調整させていただいて、終わりにしたいと思いますの
で、この準備会を閉めていただいた後に少しお時間をいただければと思います。

【委員】

統合するにあたって、馬来田小学校の方をベースにするとありましたけれども、
馬来田小学校の方に富岡小学校が行くというような安易な考え方はせずに、富岡
小学校と馬来田小学校が対等に統合する･合併するという意識を持っていただけ
ればと考えております。

【議長】

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

富岡小学校・馬来田小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】６名

【ＰＴＡ部会】７名
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【施設整備部会】８名

