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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
(４) 新統合校の名称について
(５) 小中一貫校移行への検討について
(６) 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
(７) 一括質疑及び意見聴取
(８) その他
(９) 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
◇施設整備部会意見報告書
◇新統合校の名称について
◇小中一貫校移行への検討について
◇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】 ただいまから第２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 高澤教育長よりご挨拶いただきます。
《教育長挨拶》
（３）各部会からの報告
【議長】 それでは、次第３各部会からの報告について、各部長より説明を求めます。
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。資料１をご覧くださ
い。部会は、８月９日(水)及び９月１２日(火)に開催しました。
委員から出された意見１点目、(1)富岡小学校と馬来田小学校の統合校の名称及びそ
の決め方についてです。これについては、次第の５で後ほど報告をさせていただきま
す。
次に、(2)校歌と(3)校章について。馬来田小学校の校名が変更された場合の校歌・
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校章について、変更したほうがよいと部会では意見がまとまりました。両方とも、平
成３１年４月の開校に間に合わなくても、それぞれ地域や子どもの考えを入れて作っ
た方がよいという意見です。
(4)既存事業や行事での交流について、富岡小学校と馬来田小学校で既にいくつかの
交流を行ないました。
来年度は、５年生の宿泊学習、校外学習や警察・消防などの見学、交通安全教室な
ど、一緒に出来るのではないかと考えます。ただし、事前交流が必要な事業は輸送手
段としてバスを確保するかまたはバスの予算を確保していただきたい。
(5)富岡小学校児童と馬来田小学校児童の交流について、富岡小学校の児童が馬来田
小学校へ来て一緒に給食を食べたり勉強したり、一緒に遊んだりすれば、人間関係が
深まるのではないか。また、富岡小学校で一緒に過ごすことで、富岡小学校の思い出
を共有することが出来るのではないかといった意見が出されました。
(6)両小学校の教職員の交流については、児童間の交流を行なう上で、教職員の事前
準備が必要になるため、これを通して交流していけばよいという意見が出されました。
(7)富岡小学校の児童会役員の処遇について、両校の教職員が相談して決めるのがよ
いとして意見がまとまりました。
この他に、来年度末の備品の引越し作業についてや小中一貫校を開校する場合に統
合と同時開校として準備を無理に進めるのではなく、現場の先生方に負担をかけない
形をとってほしいといった要望と、小中の交流については小中一貫校開校が正式に決
定してから考えていきたいという意見等がありました。
説明は以上です。
【議長】 続きまして、ＰＴＡ部会より説明をお願いします。
【部長】

ＰＴＡ部会で出された意見につきまして報告いたします。部会は８月９日(水)及び

９月１２日(火)に実施いたしました。
委員から出された意見１点目、(1)通学方法について
学校の統合により、富岡地区児童の通学距離が大幅に延長されることから、児童専
用のスクールバスを運行していただきたい。これについては、国の補助金を活用でき
るので、今後の児童数現象も見据えながら、最大限に活用できる方法を模索していた
だき、スクールバスの空き時間については、住民の足として活用し、公共交通機関と
の連携を図っていただきたい。
次に、(2)通学ルートについて、今後、富岡小学校及び、富岡小学校ＰＴＡでバス
停のポイントとなる位置を確認し、その後、ＰＴＡ部会で現地調査を行い、各バス停
まで安全に歩いて行けるルートの検討や、各バス停から小学校までの所要時間等につ
いて十分な検討を行ったうえで、案を示したい。
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、平成２９年８月９日（水）に実施いたしました。部会では委員から活発な

意見がだされました。
まず、(1)引越しに関連して、学校備品を除き、富岡小学校には、初代校長の寿蔵
碑・学校創立百十周年記念の関係碑が三基・精密日時計や卒業記念樹のキンモクセイ
等がありますが、これらは学校に古くからある思い出の品なので、出来れば現地に残
していただきたい。
次に(2)学校歴史の継承について、永久保存を行うべきである沿革誌等の品々は、富
岡小学校が歩んできた概ね１５０年の歴史の財産です。この継承、保存については、
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然るべき場所に亡失の無いようお願いしたい。また、特に校旗については、大変想い
出深い品であるので保存には十分気を遣っていただきたいとの意見がありました。
次に(3)閉校関係式典について、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しました。
その後、９月１２日には「富岡小学校閉校事業実行委員会準備会」を開催し、実行
委員会立ち上げに向けて動き出しました。これら経費について、地元負担だけでは大
変厳しいものがあるので、市からの経費負担について十分配慮いただけますようお願
いいたします。
なお、統合後の学校の名称によっては、馬来田小学校の閉校式を行う必要が考えら
れるので考慮が必要であるとの意見がありました。
最後に(4)跡地の利用について、部会の中で市からサウンデイング調査について説明
があり、部会としては調査の実施について了解いたしました。
なお、調査実施について、オープンで行うとともに、現地説明会が行われる場合、
施設整備部会の委員が立ち会えるように要望しました。
また、調査結果について出来るだけ、地元が活性化できる跡地利用の決定をお願い
し、さらに跡地利用については３点の意見が出されました。
「地域の人だけでなく、広く人が集まれるような複合施設が良い。」
「出来れば、富岡小学校の形をそのまま残していただきたい。」
「高齢化が深刻であるので、包括支援センターの建設や保育園・駐車場が狭い公民
館・郵便局の移転、地元の人が活用している野球場・グランドゴルフの利用継続が出
来れば良い。」
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「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･ご意見はございますか。
【委員】 資料１(1)～(3)については後でまた説明があるのでしょうか。
【議長】 次第の５で部長からまた説明があるということです。
【委員】 先に説明していただいて、一括で質問出来る方が質問しやすいのではないかと。
【議長】 ご意見が出ていますがいかがでしょうか。
【委員】 サウンディング調査についても先に説明していただいた方がいいのでは。
【議長】 事務局いかがでしょうか。
【事務局】委員の皆様にご異存がなければ、まずは全て説明して、その後一括質疑･意見聴取を
行う形で進めさせていただきたいと思います。
【議長】

次第４質疑及び意見聴取となっていますが、事務局からその前に次第５･６･７と続

けて説明を先にしてから一括して質疑とする提案がありましたが、よろしいですか。
【委員】 異議なし。
（４）新統合校の名称について
【議長】 それでは、次第５新統合校の名称について、学校運営部会 小峯部長から説明をお願
いいたします。
【部長】 新統合校の名称について、部会で出された意見を報告します。
名称は、「木更津市立富来田小学校」がよい。
理由は、過去に富岡中学校と馬来田中学校が統合した際、富来田町立富来田中学校
とした経緯があるので、それに倣うのがよいということ。
名称の決め方について、地域の方の意見を聞くべきだと意見がありました。この統
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合準備会は、富来田の各地区の代表者の方が委員として選出されているので、統合準
備会の中で意見を伺うのが良いのではと意見集約されました。以上です。
（５）小中一貫校移行への検討結果について
【議長】 続きまして、次第６について、事務局より説明を求めます。
【事務局】第１回統合準備会でもお話した、小中一貫校への移行の検討について、資料５記載
のメンバーで「木更津市小中一貫校検討準備会」をつくり、検討を進めております。
具体的には、まず学校再編課で小中一貫校のある近隣市の南房総市と市原市の教育
委員会を訪問し小中一貫校について伺いました。
その後、小中一貫校検討準備会で鴨川市立長狭学園、市川市立塩浜学園、武蔵村山
市立大南学園を視察しました。
そこでわかったメリット１点目は、「多様な学年交流の拡充による自己肯定感の拡
充」です。一般的に小学校高学年から自己肯定感は下がるという調査結果があります
が、小中一貫校はそうでない学校に比べ、他学年とふれあう機会が多くなり、それを
通じて子どもたちは｢自分は誰かの役に立っている｣といった思いを持つようで、自己
肯定感の向上につながっているようです。
２点目は「地域の実態を踏まえた９年をひとまとまりとした取り組みが充実する」
ことです。小学校と中学校が連携して学習ルールをそろえたり、小学校１年生から中
学校３年生まで生活科や総合的な学習などを使い、地域について知る学習を行ったり
している学校もあります。
３点目は「中一ギャップの緩和に効果がある」ということです。子どもたちが小学
校から中学校への進学に際し、新しい環境での学習や生活に不適応を起こすことを中
一ギャップといいますが、小中一貫校はそうでない学校に比べ、中学校の先生に触れ
合う機会も多くなりますし、行事等を通して中学生の姿を見る機会も多くなるため、
中一ギャップの緩和に繋がる部分もあるようです。
今後、更に検討を進め、今年度中に結論を出したいと教育委員会としては考えてお
ります。以上で説明を終わります。
（６）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７について、事務局より説明を求めます。
【事務局】資料６、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、施設の統合管理計画と再配置計画の２つの
計画を策定しました。公共施設については、再配置計画の３.基本方針に基づいて現在
の取り組みを進めています。
今回の富岡小学校の跡地利活用に向けた基本的な考え方は、資料６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、民間事
業者との連携は不可欠だと考えております。また、市街化調整区域という土地規制も
ある場所で、市の企画立案では限界があるため、今回は統合準備会での協議と連動し
た形で、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６の４頁をご覧ください。今回実施を検討
している調査は、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く手法です。民間事業者と
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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、速やかに公募を行い、
１１月から１２月のはじめには調査を実施して参りたいと考えております。そして、
１２月に開催予定の第３回統合準備会で結果概要を報告できるように進めて参ります。
その後は、調査結果等を踏まえて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。次第を変更して、一括質疑とすることになりましたので、

各部会からの報告、統合校の名称、小中一貫校への移行、跡地利用についてなど、ご
質問･ご意見等ありますか。
（７）一括質疑・意見聴取
【委員】

資料１について、校名を決める場合に、富来田地区は中学校が既に前例としてあり、

富来田地区は「馬来田の子」「富岡の子」ではなく「富来田の子」として広く意識し
ていて、統合にあたってそれぞれの地区の子どもたちが気まずい思いをしないような
形であり「富来田小学校」は誰もが賛同できる校名だと思います。
スクールバスについて、富岡の子だけではなく、馬来田小学校にも長距離通学の児
童がいるので、バスに乗せてあげてほしい。
小中一貫校は是非進めてほしい。富来田中学校の生徒も減少しており、中学校の存
続のためにも、小中一貫教育を進めて、私立中学に匹敵するような教育を実現してほ
しい。
【議長】 ３点意見がありました。関連してなにかありますか。
【委員】 サウンディング型調査について、どういう民間業者を想定しているか。
【事務局】資料６の７頁を参照いただくと全国で行なわれた調査事例があります。事例では建
設関係の事業者が多いようであり、研究も進んでいると聞いているので、本市もそう
いった事業者を中心に想定しております。
【委員】

様々な業者があると思うが、利益優先の業者でなく、なるべく地元の意見を入れる

ような業者を選んでいただきたい。
【議長】 今のご意見に対して、事務局から回答ありますか。
【事務局】今回は事前の調査という位置づけで、なにか決定するものではありません。事業者
からの提案をまた皆様に示してご意見をいただきます。また、施設整備部会から報告
されたご意見についても民間業者に確認しながら進めていきます。
【議長】 ありがとうございました。
【委員】

小中一貫校移行の件については、今年度中に結論をと話がありましたが、今年１２

月までではなく、３月までという解釈で間違いありませんか。
【事務局】今年ではなく、今年度で間違いございません。
【議長】 それでは、先ほどのご意見について事務局からお願いします。
【事務局】１点目の学校名については、大変重要なことだと教育委員会としても認識していま
すので、地域の皆様のご意見を伺いたい。
【委員】

賛成。昔の中学校を例にすると、町に２つの中学がありライバル関係にあった。そ

れぞれの地区の中間に学校が出来るのならよかったが、馬来田中学校跡に富岡中学校
生徒が入るということには劣等感が生じたりした。今の子ども達には、馬来田･富岡の
分けは必要ないと思うので、富来田小学校がよいと思う。
また、富岡地区では、かんぽ富岡会としてＰＴＡと小学校と教育後援会で、富岡小
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学校の子ども達のために鼓笛の制服や一輪車など寄付してきた。この機会にそのお金
を新統合校のために有効活用することを考えられればと思う。
【議長】 その他ご意見ありますか。
【教育長】貴重なご意見ありがとうございます。統合準備会の場ですので、皆さんが合意され
たご意見ということであればそれで教育委員会として進めていくことになります。富
来田小学校という校名のご提案ですが、馬来田小学校という名前がなくなることにな
るので、現在の馬来田小の保護者の皆様や地域の皆様のご意見も伺いたいと思います。
【議長】 馬来田地区の方々もご意見はいかがでしょうか。
【委員】

統合で馬来田小学校が富来田小学校になるかも、といううわさと同時に馬来田小学

校のままかもといううわさが広まっているが、馬来田小に今在籍している人たちの意
見が全く聞かれていない状態に感じている。富岡小の学区の方は富来田小学校という
名称でよいという意見が多いのかもしれないが馬来田小の人たちの意見は聞かないで
このまま決まってしまっていいのか疑問。
【議長】

馬来田地区の声をもっと聞いてもらいたいとご意見がありました。他にいかがでし

ょうか。
【委員】

馬来田地区からの意見です。統合の碑をつくるような話は部会で出ていないか。そ

うすれば馬来田小学校が富来田小学校に変わった経過が残るのではないか。
【部長】 施設整備部会では特にそういった話題は出ていない。
【委員】

旧富岡中学校跡は現在ゲートゴール会場になっていて、中学校があったとは今は知

る由もなく寂しい。統合にあたっては、そこに小学校があったという証として記念碑
などがほしい。
【委員】

富岡小学校跡地という碑だけでも現地に残せれば後世に伝わるのでは。つくれとい

うことではなく、あればいいなと。そうすれば、元々は富岡小学校・馬来田小学校が
あって、統合して富来田小学校が出来たとわかるのではないか。
「馬来田」も「富岡」も地名としてはなく、昭和３０年に馬来田村と富岡村が合併
して富来田町という地名にない町をつくった。その後昭和４６年に木更津市に編入し
て「富来田」という名称は地区名に残るのみとなったが、お互い伝統ある２校が統合
したことを表してそれぞれの文字をとって富来田中学校にしたと、また富来田地区に
１つの小学校になるので、地区名を冠したとするのがよいのではないか。そうしたこ
とであれば、馬来田小学校でなければならないといったこだわりはでないのではない
かと思う。
【議長】

石碑等については今後、事務局で考えていくということで、校名については富来田

地区の歴史などいろいろなご意見が出てきましたが賛同される意見でした。
馬来田地区の人の声を聞いてほしいというご意見も統合準備会としての意見として
事務局に預けていきたいと思います。
【委員】

１２日に住民会議を予定しており、校名についてこの段階の話をしたいと考えてい

るのでご了承いただきたい。
【議長】 住民会議で今の段階の話題を取り上げることについて事務局からお願いします。
【事務局】是非よろしくお願いします。地区でどのようなお考えがあるか教育委員会としても
真摯に受け止めたいと考えています。結果を教えていただきたい。
【委員】 わかりました。
【議長】 校名については、他はよろしいでしょうか。
次に、スクールバスについてはＰＴＡ部会からも意見が出ていましたがいかがでし
ょうか。
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【事務局】校名について、また馬来田小学校の長距離通学者への配慮についてや、各部会から
出された意見については、教育委員会として真摯に受け止め、内部で協議して参りま
す。平成３０年度予算をこれから確保していく時期にあたり、決定できることはなる
べく早く決定し、部会や１２月に予定している第３回統合準備会で報告していきたい。
また、小中一貫校につきましては応援していただきありがとうございます。今後も
検討を進めていきますのでよろしくお願いいたします。
【議長】 よろしいでしょうか。
跡地利用についてはよろしいでしょうか。
【事務局】サウンディング型市場調査については、ご説明した内容でご了解いただけるという
ことでよろしいでしょうか。
【委員】 よろしくお願いします。
【事務局】ご質問・ご意見いただいた内容については、しっかりやらせていただきます。
１２月の統合準備会でご報告します。
【議長】

それでは、全体を通して特にご質問等なければ、今回の皆さんからだされたたくさ

んのご意見等を教育委員会等で判断して、今後の統合に向けた準備に反映できる限り
反映していただけるよう事務局の皆様よろしくお願いいたします。
【委員】

確認したいことがあります。現在も中学校の生徒が減っており、今後増えることは

ないので富来田中学校の維持も考えて、小中一貫校は切り離せない。富来田中学校を
支えるため、小中一貫校は欠かせないとご理解いただきたい。延いては教育委員会の
ためになります。
【教育長】貴重なご意見ありがとうございます。教育委員会としても、小中一貫教育をこの地
域では進めていきたいと考えております。小中一貫教育のあり方･形や仕組みも様々で
すが、小学校中学校の教職員が相互に関わっていきながら、まもなく小学校高学年は
英語の必修化も始まりますので、職員の交流も含めて小中で連携していけたらと考え
ております。
小中一貫校の形はいっぱいあって、仕組みによっては越えなければならないハード
ルがあるので、県教育委員会とも連携をとりながらよりよい方向へ進めていけたらと
考えています。教育委員会も関わって研究を進めて参りますのでご支援ご協力をよろ
しくお願いいたします。
【議長】 最後に、次第８その他について、事務局から何かありますか。
（８）その他
【事務局】第１回の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
行なうとしています。内容は、今年の会議の進捗状況と来年に向けた課題等について
です。日程調整をさせていただきたい。
会場については、後日ご連絡させていただきます。
【会長】 次回は、平成２９年１２月１８日(月)に開催しますのでご協力をお願いします。
それでは、以上をもちまして、第２回 富岡小学校・馬来田小学校統合準備会を閉会
いたします。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１８日（月） 午後７時から （会場未定）
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