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河野 勝(欠席)
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鶴岡 賢一(欠席)
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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) 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
(４) 小中一貫校移行への検討状況について
(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) 質疑及び意見聴取
(７) その他
(８) 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
◇小中一貫校移行への検討状況について
◇サウンディング型市場調査の実施結果について
◇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
【会長】 ただいまから第３回富岡小学校・馬来田小学校統合準備会を開催いたします。議長
を務めます、会長の矢野です。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、
委員の半数以上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。欠席は２名連絡を受けております。なお、「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。
なお、本日、傍聴者はありません。
《資料確認》
（２）教育長あいさつ
【議長】 会議の開催にあたり、木更津市教育委員会 髙澤教育長よりご挨拶いただく予定でし
たが、本日急病により欠席とのご連絡を受けておりますので、堀切教育部長よりご挨
拶いただきます。
《教育部長挨拶》
（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。
なお、前回の統合準備会の際に、委員から「説明が全て終了してから質疑及び意見
の聴取をしたほうが良い」との意見がございましたので、今回は説明を全て行ってか
ら質疑等を行います。
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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教育委員会の回答につきまして報告いたします。
部会は、平成２９年１２月５日（火）に実施いたしました。資料１をご覧ください。
１（１）「統合校の名称及び決め方について」、部会では「富来田小学校が良い。」
新統合校の名称については、「統合準備会の中で意見を伺ったらよいのでは。｣との
意見集約を得ました。それに対して教育委員会からは、「第２回統合準備会のおりに、
『馬来田地区の方の意見を聞いたほうが良い。』ということになりました。地区につ
いては１０月１２日に開催された富来田地区まちづくり協議会第２回住民会議の席上
で、『現在、統合準備会では統合校の校名について、富来田小学校の名前が出てい
る。』ということを鴇田統合準備会副会長から発言していただきました。

また馬来

田小学校の保護者には、１０月２４日に学校再編課がＰＴＡ役員に説明を行いました。
統合校の名称については現在検討中です。」と回答がありました。これに対して馬来
田小学校ＰＴＡとしては、「馬来田小学校の名前は残してほしい。」という報告があ
りました。部会では、「子どものことを第一に考えていただきたい。校名が決まらな
いとどうしても落ち着かない状態になってしまうし、次への動きを考えると早めに結
論を出していただきたい。」という意見が出されました。
次に（２）、（３）を合わせて報告いたします。まず、「校名が変更された場合の
校歌・校章について」でございますが、部会では、｢校名が変わるのだったら、校
歌・校章は変えたほうが良い。｣という意見でした。それに対して教育委員会からは、
「校名が変更されると決まった場合は検討、回答いたしたいと考えます。」と回答が
ありました。
次に（４）、（５）の「既存事業や富岡小学校と馬来田小学校児童の交流について」
でございますが、部会では、「交流を行う上でバスを確保してほしい。」という意見
が出ていました。それに対して教育委員会からは、「来年度のバスの使用等を考慮し
て、できれば今年度の２月までに富岡小学校と馬来田小学校で協議していただき、来
年度の交流の日程を決めていただきたいと思います。あわせて交流方法については、
両校で相談していただきたいと考えます。」と回答がありました。これに対して部会
では、「１１月に富岡小学校と馬来田小学校で来年度の交流に向けて、話し合いをし
た。両校の児童間の交流はとても大切なことなので、バスの確保をぜひお願いした
い。」という強い要望がございました。
次に（６）の「富岡小学校と馬来田小学校の教職員の交流」ですが、部会では「児
童間の交流を行う上で事前交流が必要になってくるので、それを通して交流していけ
ば良いのではないか。」という意見が出ました。それに対して教育委員会からは｢意
見のとおりで良いと考えます。｣と回答がありました。
次に（７）の「富岡小学校の児童会役員の処遇について」でございますが、部会で
は、「富岡小学校と馬来田小学校の職員が相談して決めていく。」という意見が出ま
した。それに対して教育委員会からは「意見のとおりで良いと考えます。」という回
答がありました。続いて部会で出された意見についてです。１点目の学校備品につい
てですが、「３月末に富岡小学校の教師が中心で整理するのは大変になる。」という
意見が出ました。それに対して教育委員会からは「学校備品の整理については、平成
３０年の夏休みまでに、教育委員会ならびに学校で協力し、必要なもの、不要なもの
等を区別したいと考えます。」という回答がありました。部会からは、「備品の整理
については、ぜひ教育委員会にも足を運んでいただきたい。」という要望が寄せられ
ました。２点目、３点目の小中一貫校のことですが、部会では「平成３１年４月の開
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校に向けて準備を無理に進めるのではなく、先生方に負担をかけない形をとっていた
だきたい。」、「小中一貫校が正式に決まった時点で、小中の交流については考えて
いきたい。」という意見が出ました。教育委員会からは「小中一貫校については、現
在継続検討中です。」という回答がありました。４点目の「今後も事前交流のための
バスの確保について、教育委員会の一層の御協力を頂きたい。」という意見について
は、「バスを確保できるように努力して行きたい。」という回答でした。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５日（火）に実施いたしました。資料の２をご覧ください。
１点目、通学方法についてでございますが、現富岡小学校区の児童については、通
学距離が大幅に延長されることから、スクールバスによる通学を前提に検討している
旨回答がありました。また、住民の足としての活用については、関係部署と協議、調
整を行っているとのことでした。
２点目、通学ルートについてでございますが、現富岡小学校区児童の通学ルートや
バス停の位置等については、スクールバスによる通学を前提に、今後ＰＴＡ部会から
出された意見を基に検討する旨回答がありました。
今回の回答に対して、ＰＴＡ部会委員からは、「スクールバスに運転手以外の大人
を同乗させたほうがより安全・安心である。」、「スクールバスに乗り遅れてしまっ
た児童にも対応ができるような運行体系が望ましい。」等の意見がありました。また、
既に富岡小学校と富岡小学校ＰＴＡでバス停の位置等について、話を進めている旨の
報告がありましたが、「バスの大きさや運行本数などが不確定なため、詳細な話を詰
めることが難しい。」とのことでした。なお、第２回統合準備会でご意見がありまし
た、「馬来田地区遠距離児童へのスクールバスの運行については、児童の通学状況等
を確認していく。」とのことでした。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】

施設整備部会からの意見に対して市から回答のあった内容について、報告いたしま
す。資料３をご覧ください。部会は、平成２９年１１月７日（火）及び１２月５日
（火）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３
０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
区分したいと考えている。また、学校の外にある石碑等については、跡地利用が具体
的になった時点で検討、回答したいと考える。」と回答がありました。これについて、
委員から「この統合を機に備品等について、よく精査し記念の品として建立されたも
のであっても経緯等を把握して処分すべきものは処分すればよい。」との意見が出さ
れました。
次に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、
卒業生台帳、また将来、富岡小学校の卒業生が必要である指導要録等については、馬
来田小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、富岡小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。また、校旗が大切なことは
市教育委員会としても充分理解している。」と回答がありました。このことについて、
委員から意見等ありませんでした。
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次に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。このことについて、「富岡小学校は地元にとって思い入れのある学
校であり、閉校式典についても地元の特色を出していきたい。去る１２月６日に閉校
式典実行委員会を立ち上げた。このため、地元主催で行いたい。」との意見がありま
した。
最後に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２時から事業者４社により、
現地説明会が行われ、私及び統合準備会施設整備部会の鴇田、鈴木、安藤の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。私からの説明は以上でございます。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。
それでは、次第４、小中一貫校移行への検討状況について、事務局より説明を求め
ます。
（４）小中一貫校移行への検討状況について
【事務局】第２回統合準備会を終えた後に行った小中一貫校の検討ですが、教育委員会で１１
月７日に船橋市立小室小学校で行われた小中一貫教育の公開研究会に参加してきまし
た。小室小学校は小室中学校と歩いて５分程の距離であり、合同合唱団や小中合同マ
ラソン大会、小中合同冬季トレーニングなどを行っていました。なお小室小中学校が
感じている小中一貫教育の成果と課題ですが、成果としては合同行事交流を行うこと
で、行事に対する児童生徒の意欲が向上したことや、上級生としての自覚が向上し、
自己存在感が高まったこと、中学校の先生が小学校に来て授業を教える乗り入れ授業
を行ったことで、小学校６年生の中学校入学への不安が軽減したことなどでした。逆
に課題としては主に行事の交流だけにとどまり、乗り入れ授業があまりできなかった
ということでした。本来は教育委員会と統合校及び富来田中学校の教務主任が、今年
度開校した館山市の小中一貫校「房南学園」を視察させていただく予定でしたが、台
風襲来の予報が出ていたため、１月以降に延期となりました。それから今回、参考資
料として馬来田小学校と富岡小学校、そして馬来田小学校と富岡小学校の統合校、富
来田中学校の児童、生徒数の住民基本台帳人口上の今後の推移を出させていただきま
した。今後も検討を続け、今年度中に結論を出したいと教育委員会としては思ってい
ます。以上で私からの説明を終わらせていただきます。
【議長】

ありがとうございました。続きまして、次第の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事務局より説明を求めます。

（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
【事務局】資料５をご覧ください。１１月９日（木）に実施した、富岡小学校での現地説明会
については、４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
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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、
「富岡小学校単独の提案」、「中郷中学校・富岡小学校共通の提案」に分かれており、
「富岡小学校単独の提案」については、「山里体験宿泊施設」、「インターネットデ
ーターセンター」、「農業施設」、「娯楽施設」となりました。「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、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。以上で全ての説明は終了しました。ここで、次第の６．

質疑及び意見聴取を議題に供します。一括してご質問等を伺います。ご質問、ご意見
等はございますか。
（６）質疑及び意見徴収
【委員】

富岡地区へのスクールバスを前向きに検討していただけることについては大変感謝
しております。しかし、馬来田地区遠距離児童は親の送迎で朝７時に校門の前に到着
しますが、学校が開いていないため、孫の台の公会堂を開けていただいてトイレを使
うなど、地域の住民が自主的に面倒を見ている状況です。馬来田地区の状況を確認す
るだけでなく、是非、馬来田地区にもスクールバスの運行をお願いします。また、小
学生だけを対象にするのではなく、スポーツで怪我をしたり、自転車に乗れない中学
生にもスクールバスを開放していただければと思います。
最後に跡地の活用について、富来田地区は高齢化が急速に進んでおりますが、包括
支援センターは中郷地区まで行かないと無い状況です。富来田地区には包括支援セン
ターが必要になりますので、前向きに検討していただきたい。なお、富来田地区にあ
る２つの施設（絆・太陽）と社会福祉協議会を上手く活用していただきたい。

【議長】

只今の意見に関連する質問は他にありますか。よろしいでしょうか。それでは事務
局よろしくお願いします。

【事務局】富岡地区は統合により通学距離が大幅に延長されるのは確実なことからスクールバ
スの運行を前向きに検討している状況です。馬来田地区に遠距離通学者がいることも
把握していますが、どのような形でスクールバスを運行していくことが可能なのか更
なる検討が必要な状況です。今回の統合は今後木更津市で学校の統合が更に進む際の
モデルケースとなります。また、地域公共交通との連携も考える必要があるため、簡
単に回答はできません。ご希望に沿った回答を出せる確約もできませんが、教育委員
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会内で協議いたします。
【事務局】包括支援センターのお話がありましたが、現在木更津市では４箇所に包括支援セン
ターがあります。担当部署に富来田地区での包括支援センターの位置づけについて確
認したところ、現在計画を策定中であり、富来田地区には包括支援センターが必要で
あると認識しておりました。ただし、包括支援センターとして小学校を活用するには
バリアフリーの問題等がある状況です。計画は今年度中に策定される予定ですが、確
実に位置づけられるかについては、現段階で申し上げることはできませんのでご了承
ください。
【委員】

ありがとうございます。小中一貫校についてですが、私立に生徒を奪われないよう
に、教育課程を見直して、私立に負けない教育をしていただきたい。

【事務局】今後の小中一貫校の検討についてですが、１月以降に房南学園に視察に伺うことと、
小中一貫シンポジウムに行き勉強してまいります。
【委員】

小中一貫校についてですが、平成３１年４月の開校に基準を置くのではなく、校
歌・校章等の変更も考えられるので、長いスパンで検討し、他県、他市が羨むような
小中一貫校を開校していただきたい。

【事務局】小中一貫校の開校となれば、木更津市にとって初の試みとなりますので、開校時点
で、どのような内容でスタートできるか検討している状況です。現在は先進地への視
察等により小中一貫教育について勉強中であり、今後の木更津市の教育を考えた上で
小中一貫教育の位置づけも明確にする必要があることから、お時間をいただいている
状況です。年度内には木更津市の小中一貫教育について基本方針のようなものをお示
しできればと思います。
【事務局】跡地の活用については、これからも地元の方にご意見を伺いたいと思っております。
これから案を示すまでに施設整備部会を何回か開催させていただきたいと思っており
ますのでよろしくお願いいたします。跡地活用のご意見については、施設整備部会委
員に伝えていただくか、教育委員会及び行政改革推進室にご連絡頂ければと思います。
【議長】

ありがとうございます。跡地の活用については今後も施設整備部会を中心に話を進
めていくということでよろしいでしょうか。

【事務局】跡地の活用については施設整備部会で話を進めていきたいと思いますのでよろしく
お願いいたします。また、施設整備部会の開催頻度が多くなると思いますが、ご理解
をお願いいたします。
【議長】

それでは、質疑等につきましては、以上とさせていただきます。最後に、次第の７．
その他についてですが、事務局から何かありますか。

（７）その他
【事務局】その他でございますが、第１回の統合準備会でお示ししたスケジュールでは、第４
回の統合準備会を平成３０年３月に行うこととしておりますが、新統合校の名称及び、
小中一貫校への移行について、出来るだけ早く結論を出し、みなさまにご説明したい
と考えております。また、跡地利用につきましても、これからより具体的に進んでい
くこととなりますので、日程が変更となる場合がございますことをあらかじめ了解い
ただければと思います。日程につきましては、大変恐縮ではございますが、改めてご
連絡したいと考えております。よろしくお願いいたします。
【議長】 それでは、以上を持ちまして、第３回 富岡小学校・馬来田小学校統合準備会を閉会
させていただきます。本日は、長時間にわたり、貴重なご意見を賜りましてありがと
うございました。
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