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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) 統合校の名称について
(４) 統合準備会の進捗状況について
(５) 跡地の利活用について
⑴ 施設整備部会からの報告
⑵ 木更津市総務部行政改革推進室からの説明
(６) 質疑及び意見聴取
(７) その他
(８) 閉会
【配布資料】
◇次第
◇統合校の名称について
◇統合準備会の進捗状況について
◇跡地の利活用について
◇第３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】
ただいまから第４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。欠席者は３名です。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きます。
【髙澤教育長】第４回目となる統合準備会にお集まりいただきましてありがとうございます。
昨年７月に統合準備会の委員として皆様に委嘱させていただいて、本日が第４回目
の開催で今年度最後の準備会となりました。この間、学校運営部会・施設整備部
会・ＰＴＡ部会の３つの部会に分かれて検案事項を協議し、様々なご意見をいただ
いてまいりました。大変ありがとうございました。
１月末には、閉校となる富岡小学校の閉校事業実行委員会の三上委員長をはじめ
として皆様にわざわざご挨拶いただきまして恐縮いたしました。心から感謝申し上
げます。
統合まで１年となりました。平成３０年度は引越し等も含めて作業も始まってま
いりますので、皆様にご協力をいただきながら子ども達にとってよりよい環境とな
りますように教育委員会としても力を入れていきたいと考えております。引き続き
ご支援とご協力をいただければ大変ありがたいと思います。
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本日は遅い時間の開会で大変恐縮ですが、第４回統合準備会よろしくお願いいた
します。
（３）統合校の名称について
【議長】

それでは次第３「統合校の名称について」事務局より説明を求めます。

【事務局】

資料１をご覧ください。新統合校の名称は、「木更津市立富来田小学校」とする
ことといたしました。
理由としては、以前に富岡中学校と馬来田中学校が統合した際に、富来田中学校
とした経緯があること、それから統合準備会においても本名称へのご意見があり、
また、富来田地区まちづくり協議会、区長会より本名称とする意見が出されたため
決定させていただきました。
なお、馬来田小学校のＰＴＡの方には、役員会の席上にて教育委員会から説明さ
せていただき、ご了解を得ていることを申し添えます。以上でございます。

【議長】

質疑･意見については、この後の説明等の後で受け付けます。
続きまして、次第４「統合準備会の進捗状況について」、事務局より説明を求め
ます。

【事務局】

資料２をご覧ください。統合準備会の進捗状況です。２.統合準備会開催状況をご
覧ください。７月に第１回統合準備会を開催し、体制作りをさせていただきました。
１０月に第２回統合準備会を開催し、各部会からの意見のご報告をいただき、また、
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ご説明し、意見聴取を
させていただきました。
第３回は１２月に開催し、第２回統合準備会で各部会から報告された意見に対し
教育委員会から回答するとともに、跡地利用に関してサウンディング型市場調査の
結果についてご説明をしたところです。
第４回を本日開催し、今後のスケジュールは、第５回から第９回まで平成３０年
度の５月、７月、９月、１２月、平成３１年３月に予定しております。皆様方のご
協力をお願いいたします。今後決定していく主な項目は、資料記載のとおりです。
ご意見をいただきながら進めていきます。
閉校式典関係については、地元の実行委員会と協議しながら進めていくことにな
りますが、実行委員会が組織されたということで１月に教育委員会にご挨拶にお見
えになりました。本当にありがとうございました。市といたしましては、３月１３
日に市議会３月定例会最終日に、教育委員会として閉校事業実行委員会へ記念誌等
を作る閉校実行事業に対して、100 万円を上限として補助金の予算措置を行ってお
りましたところ可決されましたので、補助金が交付できるということをご報告いた
します。以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

（５）跡地利用について
【議長】

続きまして、次第５「跡地の利活用」について、施設整備部会から説明をお願い
します。

【部長】

施設整備部会は、第３回統合準備会後に２月２３日及び３月７日の２回開催しま
した。市から跡地について、都市計画法による市街化調整区域における開発行為の
制限について説明がありました。
また、委員に対し、跡地の利活用について意見聴取が行われました。
更に、市内部で跡地利用の検討をするため、組織を作り検討する旨報告があり、
部会では了承したところです。
私からの報告は以上でございますが、この後、詳細の説明が市の行政改革推進室

- 3 -

からございます。よろしくお願いいたします。以上です。
【議長】

ありがとうございました。それでは詳細について、事務局より説明を求めます。

【事務局】 資料の３「跡地の利活用について」をご覧ください。
１.市街化調整区域における利活用について、資料別紙「都市計画法による市街化
調整区域における開発行為について」をご覧ください。
これまで跡地活用の検討をしていただく中で、富岡小学校のある地域が市街化調
整区域に該当するため、開発行為については用途変更も含めて制限があると説明し
てきましたが、資料のとおり整理しましたのでご説明します。
市街化調整区域については、用途変更も含めて開発行為に対して都市計画法によ
る制限があり、基本的には県知事による開発許可が必要となりますが、許可を要し
ないものもありまして、(1)「農林漁業用施設」や(2)「公益上必要な施設」として
市が設置条例を定めて市が設置する施設は、許可を要することなく用途変更を含め
て開発行為を進めることが可能です。(2)については、設置条例を制定して市が公
の施設として設置した場合、民間事業者の関わりとしては、指定管理者制度による
施設の管理運営を行っていただくこととなります。
続きまして、(3)～(6)については、開発の許可を得る必要があるが概ね許可され
るものを整理し明記しました。表中「施設用途」につきましては、サウンディング
調査で民間事業者から提案のあった事業について中心に記載しております。
(5)「地区計画に定められた内容に適合する建築物」に概ねの提案が該当すると考
えられますが、地区計画については、地域の皆様方にご協力をいただきながら作成
していく計画になりまして、計画策定に１～２年程度の期間を要します。これらは、
地区計画を定めることによってそれに適合した開発行為が許可されるものです。
サウンディング調査で提案いただきました内容については、開発･事業化を進める
ことが可能であることを整理することができました。ただし、手続きの方法や手続
きの期間は様々で、特に地区計画の策定を要す場合にはかなりの期間を要し、活用
開始までに時間がかかることになります。
また、ある程度は市が関わりをもちながら事業化を進めていくことになると考え
ております。
続きまして、これまで出されたご意見等について、資料３に概要を記載させてい
ただきました。施設整備部会の中でご要望として、地域活動で少年野球でのグラウ
ンド利用の継続やまちづくり協議会の活動拠点としての利用などといったご意見を
いただいております。
最後に、平成３０年度の進め方でございます。
これまで施設整備部会･統合準備会からご意見をいただき、行政改革推進室と学校
再編課･教育委員会とで検討を進めてまいりましたが、施設整備部会において、市
から活用の案・方向性を示すようにお話をいただいていることもございまして、今
後更に検討を深めるために、市において市内部で企画部門･都市計画部門等各分野
の職員を集めて検討会議を立ち上げ、活用案や活用の方向性を整理してまいりたい
と考えます。４月以降早い時期に立ち上げ検討を進め、活用の方向性を整理し、結
果について統合準備会に報告させていただき、その後に民間事業者による活用事業
として公募を進め、年度内に事業者を決定していきたいと考えておりますのでよろ
しくお願いいたします。
来年度以降も皆様方の更なるご協力ご理解をいただきながら進めてまいりたいと
考えますのでよろしくお願いいたします。説明は以上です。
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（６）質疑及び意見聴取
【議長】

ただ今の説明で部会及び事務局からの説明は全て終了しました。
それでは、次第６「質疑及び意見聴取」に移ります。ご質問、ご意見等はござい
ますか。

【委員】

２点お願いがあります。１点目は、後１年後に統合が決まっているので、子ども
達の安全安心の輸送に関しては最優先していただきたい。スクールバスについては、
最優先事項で取り組んでいただきたい。
地区まちづくり協議会では、地区内を循環するような、高齢者等を対象とした交
通網について考えているところですが、スクールバスの運行と最初は一致しないの
であれば、スクールバスを優先して子ども達の身の安全を最初に確保してから、地
区内の高齢者等への対応を図っていきたいと考えております。
２点目、跡地活用の中で当然懸念されることが、学校施設の維持管理についてだ
と思います。一斉の草刈りや住民トラブルなどへの対応のために跡地活用の中で事
務局･調整役を校舎の中に設けていただくことを検討いただきたい。まちづくり協
議会としても全面的に協力したい。以上２点について、よろしくお願いします。

【議長】

ご意見ご質問に対して、事務局から回答をお願いします。

【事務局】

１点目の安心安全な通学手段の確保について回答します。鴇田委員からのご意見
は当然のことと思います。教育委員会としましては、児童の安心安全な通学手段を
確保していくことを最も重要な課題として捕らえております。
ただし、富来田地区においては新しい交通手段を作っていくことについて地区か
らお話をいただいており、市としても進めている状況がございます。その中で、新
しい交通手段とスクールバスとの関連･連携を模索しているところです。企画部と
教育部で協議をしながら進めていきたいと考えております。協議の進展状況につい
ては、統合準備会の中でご意見を伺うとともにご報告していきたいと考えます。以
上です。

【事務局】

２点目の跡地活用について回答します。民間事業者の活用を考えているというお
話をさせていただいておりますが、全てを任せるということではなく、地元の活性
化が一番のねらいでありますので、是非地元のいろいろな団体とも関わっていただ
きたいと考えております。
来年度立ち上げる予定の内部の検討会についても、福祉関係やまちづくり協議会
の関係等いろいろな部署が集まって検討する必要があることから組織し検討させて
いただいて、統合準備会へもご報告してまいります。地元の方々の関わりも含めて、
十分検討させていただきますし、実現に向けて前向きに検討してまいりたいと考え
ております。その結果については、統合準備会･部会でご報告させていただきます。
以上です。

【議長】

その他ご意見、ご質問ありますでしょうか。

【委員】

統合後の名称について、最終決定として捉えてよいものか。公表の方法・時期に
ついてお聞かせ願います。

【事務局】

名称については、決定です。今後の事務手続きとして、教育委員会議へ報告する
こと、市長副市長への報告、また市民の代表である市議会への報告等を経て、広報
誌や統合準備会だより、市公式ホームページ等で公表いたします。
時期については、出来るだけ早い時期に公表できるよう調整させていただきます。
学校運営部会の中でも学校名称の変更に伴って校歌校章等の変更について検討が
必要であろうと話し合われておりますので、遅くとも６月議会の前までには公表し
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ていきたいと考えております。
【委員】

ＰＴＡの総会が４月２１日に予定されており、決定であるならば保護者へも提供
したい。

【事務局】

４月２１日に富岡小学校、馬来田小学校でＰＴＡの総会があることは承知してお
ります。出来る限りその場でご説明が出来るように日程の調整を図らせていただき
たいと考えております。詳細が決まっておらずこの場でお示しできずに申し訳ござ
いませんが、検討はしております。

【委員】

関連して、お願いです。新しい校名をいろんなところで使いたいのです。いつか
ら使ってよいでしょうか。４月から使ってよいでしょうか。

【事務局】

決定ではありますが、正式には所定の手続きがあります。学校名は条例で定めて
いるものであり、本来であれば条例改正をもって正式な名称変更となりますが、新
校名決定の公表に関しましては、教育委員、市長副市長、市議会、保護者の皆様へ
の説明を経て行ないたいと考えておりますので、今しばらくお待ちいただきたいと
考えます。お話ができる時期が決まりましたら、ご報告させていただきます。

【委員】

わかりますが、閉校事業を進めているので、すぐにも使わせて欲しいのです。

【事務局】 必要な手続きがございますので、今しばらくお待ちいただきたい。
【議長】

馬来田小学校の名称変更ということで、学校長としてもＰＴＡ会長とも総会の場
では公表したいと考え話していましたが、あくまでも統合準備会での決定というこ
とで、教育委員会内で更に手続きをしなければ公表はできないというお話ですので、
まだ統合準備会委員の中で留めておかなければならないという理解でよろしいでし
ょうか。

【委員】

ＰＴＡ総会の場での公表は無理だと既にお話をいただいていたが、今の話だと調
整しているとのことですが、どういうことでしょうか。

【事務局】

調整させていただいています。ＰＴＡ総会の案内文書に記載するお話は、４月の
更に早い時期のことでしたので、その時点ではなかなか難しいところなので、そう
お話させていただきました。決定したことは出来るだけ早く公表すべきだと考えて
おりますので、調整をさせていただいております。

【委員】

実際に手紙を出すのは４月１０日頃ですが、間に合いますか。

【事務局】 調整中なのでこの場で回答はできません。
【委員】

もう、１年話合いしているのに、新校名を使えないのはあまりに遅すぎませんか。

【事務局】 申し訳ございません。手続きの調整にご理解いただければと思います。
【議長】

統合準備会としては進んでおりますが、議会等の手続きで公表はまだ難しいとい
うことですので、ご理解いただければと思います。

【髙澤教育長】教育委員会の中でもこの１月、２月にずいぶんと論議をした中で「富来田小学
校」と校名を決めさせていただいたところです。学校の名称については、正式には
設置条例がございまして、その条例改正を経て正規に新たな校名として歩み始める
というものですが、ＰＴＡ総会や地域で必要となる場面もあると思いますから、議
会定例会を待っていますと時期も遅くなってしまいますので、少しお時間をいただ
いて調整をしてみたいと考えております。間に合えばと考えておりますが、もしか
すると遅れる可能性もあり得ますのでご容赦いただきたいと思います。ＰＴＡ総会
に間に合うよう努力したいと考えますので、調整をさせてください。
【議長】

教育長からもお言葉がございましたので、今しばらく委員の皆様には留めておい
ていただくよう、よろしくお願いいたします。
その他、いかがでしょうか。
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《発言者なし》
【議長】

これ以上のご質問、ご意見等ないようですので、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。

（７）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】

来年度になりますと教職員の退職・異動やＰＴＡの改選等により、統合準備会の
委員の構成が変わる可能性がございます。新たな委員を迎える次回の第５回の統合
準備会は、５月開催を予定しております。開催日程はまだ決定しておりませんので、
日程等が決まり次第、早急にご連絡いたします。
なお、今年度の統合準備会は本日が最後となりますが、委員の皆様方には遅い時
間の開催の中、また何度もお集まりいただき、円滑な会議が進めてこられましたこ
とに感謝申し上げます。本日の会議を最後に変わられる委員の方もいらっしゃると
思いますが、来年度も引き続き皆様方のご協力を賜りますよう、よろしくお願いい
たします。ありがとうございました。

【議長】

それでは、以上をもちまして、第４回 中郷中学校・清川中学校統合準備会を閉会
いたします。貴重なご意見ありがとうございました。

- 7 -

