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平成３０年度第２回袖ケ浦市総合教育会議 議事録 

 

 

 

１ 開催日時  平成３１年１月２２日(火)      午後３時３０分開会 

                          午後５時０５分閉会 

 

２ 開催場所  市役所２階第一会議室 

 

３ 出席構成員 

市長 出口 清 教育長 御園 朋夫 

教育長職務代理者 山口 修 教育委員 多田 正行 

教育委員 福島 友子 教育委員 中村 伸子 

  （欠席構成員）  なし 

 

４ 出席職員 

教育部長 石井 俊一 企画財政部長 宮嶋 亮二 

教育部次長 

（兼教育総務課長） 
末吉 幸夫 

企画財政部次長 

（兼企画課長） 
小島 悟 

教育部参事 

（兼学校教育課長） 
庄司 三喜夫 

総合教育センター 

所長 
北原 政志 

学校教育副参事 鈴木 大介 教育総務課副参事 山中 千康 

教育総務課副課長 葛田 陽子 教育総務課主査 森 美奈 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 

 

６ 次第 

   １ 開会 

   ２ 市長あいさつ 

   ３ 議題 

    （１）袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校の在り方検討について 

    （２）その他 

   ４ 閉会 

 

７ 議 事 
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１ 開会 

（教育部長） 

   ただ今から平成３０年度第２回袖ケ浦市総合教育会議を開会いたします。 

   会議の事務局につきましては、地方自治法第１８０条の２の規定により、教育委員会が

補助執行することとしておりますので、進行は私、石井が務めさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。なお、総合教育会議は地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第１条の４第６項の規定により、原則公開となっていますが、本日、傍聴人はおりません。 

それでは、次第に沿いまして会議を進めさせていただきます。まず、はじめに、出口市

長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

２ 市長あいさつ 

（市長） 

皆さん、年の初めということもありまして、明けましておめでとうございます。今年も

よろしくお願いいたします。平成３０年度第２回袖ケ浦市総合教育会議の開催にあたり、

ご挨拶申し上げます。 

おかげさまで、本市は順調にまちづくりが進んでおります。教育面においては、小中学

校のエアコン空調設備の設置について平成３２年度を目指して準備しておりましたが、す

でにご承知のとおり、近年の災害レベルの暑さに備えまして、皆さんのご理解、議会の審

議をいただく中で、今年７月に稼働できるように準備を進めております。順調に工事が進

捗することを願っております。 

また、学校及び社会教育施設の改修につきましては、委員の皆さんもご承知のとおり、

今年度、昭和小学校並びに平岡小学校のトイレの改修工事を実施しています。昨年、平岡

小学校の文化祭に行った際には、改修工事の進捗状況は順調に進んでおりました。さらに、

蔵波中学校の武道場の吊り天井の耐震対策工事や市民会館の外壁改修工事も順調に進ん

でおり、安全安心な教育施設への改修が進んでいると実感しております。 

そのような中、私の年末年始の挨拶において、様々な施策推進が実を結び、本市が選ば

れるまちになってきていると表現しております。後ほど報告させていただく機会があれば

ご説明しますが、人口に関しましては、今の総合計画が平成３１年度（今年４月から来年

３月）で１０年間の計画が終了しますが、目標人口の６４，０００人に近づき、１月１日

時点の人口が６３，６７６人に到達しております。昨年１年間では、転出者が２，０００

人、転入者が２，８００人おり、人口が８００人増加し、一昨年は６００人増加しました。

住宅地の造成だけでは定住は見込めず、まちに魅力がないと人口増加には繋がりませんの

で、様々な施策が実を結び、選ばれるまちになってきていると申し上げております。 

特に、その傾向が顕著な地域は、袖ケ浦駅海側、平成通り沿線、蔵波中学校の周辺です。

それに伴いまして、奈良輪小学校及び蔵波小学校の増築を行っているところであります。 

人口が増えているところがある一方で、平岡地区、中川・富岡地区は、人口が減少して

おり、次の総合計画を作る上での課題だと認識しております。この狭い袖ケ浦市内でも増

加している地区と減少している地区との地域間格差が出てきており、まちづくりだけでな

く学校教育や社会教育にも、様々な課題が浮き彫りになってきている状況です。 

近隣の木更津市では袖ケ浦よりも人口が増えておりますが、学校統合の準備がされてい
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ます。君津・富津市は統合が劇的に進んでいるという状況です。本市もこのような状況の

中、平岡小学校幽谷分校のあり方について検討を進めており、今日はこのことについて、

平岡小学校幽谷分校検討委員会を設置してから今までの内容を報告していただいて、共通

認識を図っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（教育部長） 

   ありがとうございました。 

 

 

３ 議題 

  （１）袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校の在り方検討について 

 

（教育部長） 

議題１、袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校のあり方検討について事務局より説明をお

願いいたします。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

それでは、お手元の資料を基に説明させていただきます。事前に資料を配布しておりま

すので、内容をご覧いただいている前提で進めさせていただきます。 

１ページ、「１ 背景及びこれまでの取り組みについて」を説明いたします。市長の挨

拶にもありましたとおり、平岡小学校幽谷分校を抱える地域では、年々児童が減少してい

る状況です。そのような環境から、平岡小学校幽谷分校については、整備された教育環境

と恵まれた自然環境を広く市内在住児童に提供し、特色ある教育を推進するとともに在籍

数を確保するため、小規模特認校制度を平成２６年４月１日から導入し、児童減少に歯止

めをかけようとしました。 

市において、平成２７年８月に策定した袖ケ浦市公共施設の再編整備計画の中で、幽谷

分校については小規模特認校制度を導入していますので、効果等も見極めて、あり方を検

討することとしております。また、平成２８年９月の議会一般質問においても、幽谷分校

の現状の児童数と今後の考え方について一般質問があり、小規模特認校制度について検証

し、できるだけ早く方向性を定めたいと答弁しております。このような状況の中、小規模

特認校制度を導入したにもかかわらず、各学年に数人程度の児童数の増加に止まり、複式

学級の解消には至っていないという背景があります。 

これらを受けまして、平成２９年８月１８日に幽谷分校の現状と今後のあり方について、

総合教育会議で議題として取り上げ、説明させていただいたところです。この時点では、

「幽谷分校在り方検討委員会」を組織して、年次計画を設定し、あり方の検討を行うこと

になったものでございます。 

次に、平成２９年１１月２５日、１２月２１日、平成３０年１月２８日の３日間で、地

元の川原井区の役員、通学児童の保護者、林区の役員に対して、幽谷分校の現状等を説明

し、意見をいただきました。また、平成３０年３月１日には「袖ケ浦市立平岡小学校幽谷

分校の在り方検討委員会設置要綱」を制定し、４月１日から施行いたしました。 
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今年度に入りまして、平成３０年６月２６日に第１回目の平岡小学校幽谷分校の在り方

検討委員会を開催しました。この中で委嘱状を交付した後、幽谷分校の現状と小規模特認

校制度の検証結果及び今後のあり方等について、説明のうえ意見を伺いました。 

７月２５日に第１回目の総合教育会議を開催し、その中でも幽谷分校の現状、小規模特

認校制度の成果と課題、幽谷分校の今後のあり方、今後のスケジュール等について意見交

換を行いました。９月６日には第２回平岡小学校幽谷分校の在り方検討委員会を開催し、

幽谷分校の３・４年生の複式学級の授業の様子を見学してもらい、意見をいただきました。 

１１月１１日、１７日に林区・川原井区の住民を対象とした懇談会を実施し、幽谷分校

の現状を説明し意見を伺いました。１１月２９日には保護者を対象にした懇談会を実施し、

幽谷分校の現状を説明し意見を伺ったところ、今後、幽谷分校に入学してくる家庭にも意

見を聞いてほしいという意見がありました。教育委員会でも確認の必要があると認識して

いたことから、１２月１０日から１９日の間に、学区内の未就学児童２２名の保護者に対

して、個別訪問にて意向調査を行い、確認いたしました。 

１２月２６日には第３回平岡小学校幽谷分校の在り方検討委員会を開催いたしました。

検討委員会の中では、学区内住民及び保護者の意見をまとめるとともに、未就学児童を持

つ保護者の意向調査結果を踏まえ、今後の幽谷分校のあり方について、方向性を示しまし

た。幽谷分校は平成３１年４月に入学する児童が４年生になるまでの間は在籍し、２０２

２年度末に統合するという方向で、検討委員会の中では意思統一をしました。 

これらを踏まえまして、来る２月６日に再度、地元の川原井・林区の住民並びに保護者

に対して説明会を行いますが、その前に１月１０日と１６日の２日間で、一番影響の大き

い保護者に対して、統合するという方向性の中で様々な意見等を確認させていただきまし

た。以上が、これまでの取り組みでございます。 

次に、３ページ「２ 平岡小学校幽谷分校のあり方に関する懇談会等での意見について」

ですが、地区での懇談会の意見抜粋になっています。まず、学区内住民との懇談会から伺

えることですが、７段落目にありますように「以上、両区での懇談会においては、出席者

の多くは幽谷分校に通学した方が多く、学校への思い（存続希望）があるものの、実際に

通学することとなる子どもたちのことを考えると、統合も否定できない様子が伺えた。ま

た、両区ともに実際に通学している児童の保護者に意見を求めることが重要であるとの認

識であり、その結果を踏まえて幽谷分校の在り方の方向性を導くこととする。」と、この

時点ではしております。 

「（２）保護者との懇談会」では、４ページの下から３行目ですが、「小規模特認校制度

を利用している保護者からは存続を希望する意見であり、学区内の保護者からは、個人的

には残してほしいが、子供たちのことを考えると統合もやむを得ないと感じられた。」と

ころでございます。この中で、未就学児童の意向を確認してほしいという意見も出ており

ました。 

これらを受けまして、５ページ目をご覧ください。「３ 学区内の未就学児童を持つ保

護者の意向について」ですが、住民基本台帳において未就学児童を持つ家庭は、川原井・

林区の学区内に１４世帯・２２名いることを確認しております。学年の内訳は４月２日時

点で、６歳が３名、５歳以下１９名で、６歳から０歳まで合計２２名おり、全て川原井区

のお子さんです。聞き取りの質問内容は、①幽谷分校と平岡小学校本校のどちらを希望す
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るか、②その理由、③幽谷分校の今後のあり方についてのご意見、この３つです。 

聞き取り期間は平成３０年１２月１０日から１９日で、聞き取り方法は個別訪問による

ものですが、不在の場合は不在票の差し置きをし、折り返しいただいた電話で意向確認を

行いました。ただし、保護者との都合が合えば、再度訪問し意向を確認いたしました。 

聞き取りの結果は、児童数によるカウントです。平岡小学校と幽谷分校のどちらを希望

するかの質問に対しまして、幽谷分校希望が８児童、本校希望が８児童、それ以外が５児

童でありました。また、夫婦で意見が分かれている家庭が１世帯あり、決めかねている様

子でしたので未回答として集計しています。２０２３年度の幽谷希望は１名いますが、１

人の場合は本校に行きたいということなので、本校でカウントしています。２０２４年度

の幽谷希望は２名いますが、記載は１名です。１名は３人以下であれば本校希望ですので、

その１名も本校でカウントしています。なお、２０２４年度の希望者１名は統合するなら

本校でも良いということです。 

幽谷分校を希望する理由については、通学するにあたり近いからという回答が一番多く、

３人以下なら本校に通わせたいなどの意見がありました。一方で、平岡小学校を希望する

理由については、「分校は４年生までであり５年生から本校に通うと、本校の４年間でグ

ループができてしまい馴染めないので、早い段階で慣れさせたい」、「幽谷分校は少人数す

ぎる、大人数で習わせたい」、「少人数だと友達関係がかわいそう」などの意見がありまし

た。 

幽谷分校の今後のあり方についての意見は、遠距離通学になるので交通手段を考えてほ

しいという意見が圧倒的に多くありました。 

８ページの「４ 平岡小学校幽谷分校の今後のあり方（方向性）について」は、今後の

あり方検討にあたりまして、実際に通学する児童のことを最優先に考えなければならない

と考えており、通学児童を持つ保護者及び今後入学予定の未就学児童の保護者の意向を確

認しました。下の表は、現在の通学児童と未就学児童の意向を踏まえた各年度の在籍予定

数です。２０２２年度及び２０２３年度には、新１年生の入学予定者がおりません。その

後、２０２４年度及び２０２５年度の２年間は入学児童が１人となり、学区内の児童は

年々減少する傾向で、２０２３年度以降は４人以下となる推計です。 

４人以下の児童数となれば、教頭の配置も難しく、学校運営上も支障が生じるなど、様々

な問題が生じます。保護者からは幽谷分校を残してもらいたいという希望はあるものの、

子どものことを考えると本校と統合する方が良いものと考えます。 

また、小規模特認校制度を利用している保護者からは、存続を希望する意見もありまし

たが、導入の趣旨から、本校との統合と併せて小規模特認校制度は廃止することとしたい

考えでございます。ここでは小規模特認校制度を利用する保護者からは、１月の懇談会に

おいて統合が決まれば、新１年生として入学する人がいないのではないか、前倒しで早く

統合した方が良いという意見も出たので、必ずしも反対という意見ではございませんでし

た。 

統合の時期については、平成３１年４月入学の児童が、幽谷分校での４学年終了時であ

る２０２２年度末をもって平岡小学校と統合する方向としており、２０２３年４月に平岡

小学校と平岡小学校幽谷分校を統合という形で進めています。なお、その間に入学する児

童については、希望に応じた入学を可としています。また、２人のお子さんがおり、１人
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は本校、１人は幽谷分校のような場合、２人揃って本校に通いたいという希望も叶えるこ

ととしています。 

児童の通学に対する支援についてのご意見もあるという話をしましたが、平岡小学校幽

谷分校から平岡小学校に通学変更となると、基本的には遠距離通学となり、幽谷分校学区

からの児童については、送迎車両の運行などを行う必要があります。送迎車両の運行範囲

などについては、他市や市内他学区の状況などを参考とし、車両の種類・ルート・運行時

間・乗降所などの詳細について、保護者の意見を尊重しながら調整していくべきであると

考えています。また、送迎車両の運行は、統合となる２０２３年４月からとし、それ以前

の運行は現時点では考えていませんが、幽谷分校の在籍児童がいなくなった場合は、前倒

しについて考える必要があると感じています。 

既存施設活用方法の検討について、既存施設は建物敷地、運動場、校舎などがあります。

義務教育施設以外での活用として、体育館及び運動場は学校開放で一般貸出を行っていま

す。幽谷分校は、袖ケ浦市地域防災計画において、避難場所・避難所の指定を受けていま

す。今後の活用については、市役所内部の他の部署も含めて活用希望などを確認した後、

有効な活用方法を検討していきます。ここまでについては、幽谷分校在り方検討委員会に

諮り、意見を頂戴しております。 

平岡小学校幽谷分校の在り方検討委員会では、今後の方向性として、２０２３年４月に

統合という形で進めていくということで出席委員から異議はございませんでした。 

平岡小学校幽谷分校保護者への説明会では、学区内である川原井区・林区住民及び保護

者に対して、今までの経緯や今後のあり方についての説明会を２月９日に実施するにあた

り、事前に現在幽谷分校に通っている児童の保護者に対して１月１０日、１６日に説明を

行い、意見等を伺いました。統合については容認する方向であり、統合する時期が決まれ

ば、今後入学予定の児童が１年生から本校へ入学する可能性もあると危惧されており、在

籍児童がいなくなった時は前倒しを検討する必要もあり、交通手段も考慮してもらいたい

という意見がありました。 

「５ 今後の予定について」、平岡小学校幽谷分校の今後のあり方については、本日１

月２２日、この総合教育会議で意見交換をし、２月９日に幽谷分校保護者及び川原井区・

林区住民に合同説明会を開催し、その席で方向性を示し、２月下旬から３月上旬頃に第４

回目の在り方検討委員会を行います。その中で、最終的な決定を示し、今後の進め方につ

いて協議をしていきたいと思っています。 

市役所内部の会議では、３月１２日の政策調整会議に付議し、３月１９日の政策会議を

経た後、３月２５日の教育委員定例会で説明をいたしまして、３月２６日の議会全員協議

会で市議会へ説明させていただくという日程で考えております。 

１１ページ以降は、参考資料として、１１月１１日行った林区住民との懇談会で出され

た意見について記載しております。１２ページでは、川原井区住民との懇談会の意見抜粋

を、１４ページでは、保護者との懇談会において保護者から出された意見のほぼ全てを記

載しています。１７ページでは、方向性を示した後の保護者説明会で出されたほぼ全ての

意見を記載しています。 

２３ページには、平岡小学校児童数の推移を年表で示しています。平成２０年度には 

１２学級３２９名の児童がいましたが、平成３１年度の見込みでは６学級１７４名になり、
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各学年が単学級となります。平岡小学校で既に出来ているグループに、幽谷分校から来た

児童が馴染めなかった場合に、２クラスあれば次の学年でクラス替えを行って対応できま

すが、単学級だとクラス替えができない状況があります。 

２４ページでは、幽谷分校教職員の推移を載せています。平成２１年度は県費市費を含

めて教職員が９名いましたが、平成２５年度以降は養護教諭が廃止されたこと、読書指導

員が他校との掛け持ちであるため０．５人と集計し、今現在は５．５人の教職員で対応し

ています。 

最後に、近隣市の学校統合を記載しています。木更津市においては、２小学校、２中学

校が統合する予定です。君津市においては、７小学校、６中学校が統合する予定です。富

津市においては、４小学校、４中学校が統合する予定です。なお、この中の児童生徒数・

学級数は平成２９年度の資料であり、木更津市の中郷中学校では１年生はおりません。 

２０１７年５月１日時点の数字ですので、現在の数値とは異なりますのでご了承ください。 

 

（教育部長） 

   ただいま、事務局から説明がありましたが、お気づきの点やご質問、ご意見等ありまし

たらお願いいたします。 

   議題１につきましては、昨年の第１回総合教育会議及び教育委員会議の中でも何度かお

話ししていますので、内容についてはご理解いただいているものと思います。最後の今後

のスケジュール等に関して、何かございましたらご意見等をいただきたいと思います。 

 

（山口教育長職務代理者） 

８ページの表、児童数推計から学級を構成すると複式学級にならざるを得ないと思いま

すが、どの学年が複式学級になりますか。 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 

学級編成基準では、１学年を含む場合は連続する２学年で８人以下の場合、それ以外の

学年の場合は連続する１６人以下の場合は複式学級としています。平岡小学校幽谷分校の

場合には、０．５人ずつが４学年ありますので、２学級２人の職員配置となります。しか

し、増置教員１名がおりますので３名となりますが、１名でも在籍のない学年が生じた場

合は、その３名で運営できるので、逆に複式学級になることはありません。２０２２年度

については３名の教員で運営できることになり、在籍児童が０人の学年が増えていくと複

式学級を解消するという逆の方向になります。これが進むと、翌年２０２３年度は１人の

教員で足りるということになります。 

 

（山口教育長職務代理者） 

２０１９年度は、１・２年生、３・４年生の２つが複式学級というクラス編成の予定で

すか。 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 

校長の考えでは、１・２年生で複式学級、３・４年生で複式学級にして、分校増置教員
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１名により、国語や算数など学年別に行う授業の方が望ましい場合には加配として使うこ

とを考えています。今年度の３・４年生の複式学級のデメリットを解消しようということ

で教育委員会と協議しながら検討しています。 

 

（山口教育長職務代理者） 

４年生まで在籍児童がいて、複式学級が２学級になるのですね。 

今後の見込みでは、２学級の複式学級が続く予定ということでよろしいですか。 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 

現在の児童数で推移していきますと、２０２１年度までは複式学級が続く予定です。 

 

（山口教育長職務代理者） 

複式学級が解消しないということになりますね。 

 

（山口教育長職務代理者） 

幽谷分校に通学している児童が、途中で本校に通うということが予想されます。その場

合には、その時点で閉校するのですか。それとも、２０２３年度までは存続するのですか。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

幽谷分校に１人でも残る児童がいれば閉校できませんので、幽谷分校に入る児童が０人

になるまでは存続するということになります。説明会等で話したところですが、幽谷分校

に在籍児童が１人でもいれば、幽谷分校は存続する考えです。 

 

（中村委員） 

児童が１人でもいれば存続するということですが、４名以下だと教頭を置くのが難しい

ということですので、児童１人だと先生が１人になると思いますが、そのあたりはどうな

るのでしょうか。 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 

児童１人でも学級として編成できれば先生１人がつくことが原則となっています。離島

などの僻地では１名の学校などもあります。実際に、昨年度まで県内には分校が３校あり、

千葉市の更科小学校富田分校、八街市の二州小学校沖分校、それと幽谷分校です。千葉市

の更科小学校富田分校は、昨年度は児童５名が在籍していましたが、検証していくうちに

保護者から本校に統合を願いたいとの要望があり、今年の在籍は０人となり、学校として

は存続していますが、事実上の閉校です。保護者の考え方としては、本校なり、大きな学

校と一緒になる方が良いという傾向があるようです。 

（教育部長） 

富田分校は休校としているのですか。 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 
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事実上の休校です。学校として存在はしていますが、在籍数はありません。 

 

（中村委員） 

先ほど、読書指導員数が０．５人という説明でありましたが、２４ページの幽谷分校教

職員の推移表では平成２２年度から平成２４年度まで０人になっています。兼務としてい

るものを０．５人とカウントするのであれば、平成１３年度からずっと兼務していますの

で平成３０年度まで０．５人となります。資料として訂正した方が良いと思います。 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 

委員ご指摘のとおり、平成１３年度から蔵波小学校との兼務により０．５人で維持して

います。 

 

（中村委員） 

読書指導員数は全て０．５人ということになりますね。 

 

（部長） 

平成２１年度から４年間、資料を修正します。 

 

（教育長） 

在籍者が１人でもいれば分校を存続するという説明をしておりますが、１人、１人が抜

けていくという形での転出はできれば避けて欲しいと、幽谷分校の保護者にお願いしてい

ます。と言いますのも、分校に残る児童も寂しいし、本校へ行く児童は裏切ったようなイ

メージになってしまうのは良くありませんので、みんなで話し合っていただいた中で、決

めていただきたいと保護者会ではお願いしています。 

 

（福島委員） 

保護者の方には、皆さんで話し合っていただきたいと話されたようですが、未就学児童

の保護者に対してはそのような話はされていません。例えば、児童が１人でも学校を存続

するという話があり、希望があれば学校として教育委員会として存続せざるを得ないです

が、安全面や先生に何かあった時のことを考えると、児童１人で先生１人になるのは心配

な面もあります。今の在校生の保護者だけで話し合うのではなくて、これから入学するお

子さんの保護者に対しても説明していただきたいと思います。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

未就学児童の保護者にも意向を確認いたしましたが、今後のあり方について検討してい

るので意向を確認したいというところでとどまっており、方向性として、統合する時期等

は一切話しておりません。聞き取り調査による２０１９年度から２０２１年度に幽谷分校

の通学を希望している児童６名については、４年後の統合を考えると、再度、説明する必

要があると考えています。 
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（福島委員） 

あらゆる可能性があると思いますので、両親が様々な方面から考えられるように丁寧に

説明していただきたいと思います。 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 

平成２９年３月の学習指導要領では、これからの予測不可能な時代を生き抜く子供を育

てるという意味で、「主体的・対話的で深い学び」をキーワードとして、学力をつけよう

としています。コミュニケーション能力や新しい価値を創造していくような作り出す能力

を身に着けさせることが、次の時代を担う子供たちには必要不可欠です。幽谷分校は少人

数指導ですので、漢字やドリルなどの習得型の学力はつきますが、コミュニケーション力、

会話や議論を行うなどの多様な考えに触れるという学力はつきにくいです。そのような意

味では子供が不利益を被ります。少しでも大勢の中で学習できるような環境を提供すると

いう意味で、統合していくという話にしていくのが、教育的な意味での本筋ではないかと

考えます。保護者会では、少人数になって子供たちが不利益を受けることを前面に話をさ

せていただいています。 

 

（福島委員） 

市の都市計画についてですが、現状の子供の人数で、幽谷分校のあり方について議論し

ていますが、数年後に、この地区に急激に人口が増えるような都市計画などはあるのでし

ょうか。もし、人口が増えるのであれば、あり方検討の進む方向が変わる可能性もありま

すので、市としてはどう捉えているのでしょうか。 

 

（企画財政部次長 兼企画課長） 

現状では、平岡小学校の学区内、特に幽谷分校の学区内において、そのような計画は残

念ながらありません。今後も都市計画法等の規制がございますので、なかなか難しいとい

うのが現実です。 

 

（山口教育長職務代理者） 

補足しますが、大きな団地を作るとか人工的なものがあればできますが、法律上、あの

辺りに人口を増やすように都市計画法で何かを行うことはないと思ってください。 

 

（教育長） 

保護者や地域から、人が集まるような取り組みをしてもらいたいという要望は出ていま

す。ただ、今のところ教育部門で答えられるものではありませんし、現状として難しいと

いう話しかできません。 

 

（企画財政部次長 兼企画課長） 

地域からも人々が集まる取り組みをしてもらいたいという意見はありますが、現状は厳

しいとしか言えません。 
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（多田委員） 

幽谷分校は地域の避難所に指定されていますが、将来、幽谷分校がなくなった後、避難

所として活用するだけでは、人の動きがなくなり地域の人は非常に寂しい気がするでしょ

う。将来的な計画ですが、市の施設の一つとして常に人の動きがあるものを考えるように

した方が良いのではないかと思います。 

 

（市長） 

跡地の利用ということですね。 

 

（教育部長） 

ご意見として伺います。 

 

（山口教育長職務代理者） 

教育財産としてずっと置いておくのか、あるいは、教育財産を廃棄して目的外使用のよ

うに地域の人が自由に使えるような見通しがありますか。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

先ほど申しましたが、市役所内部での他の部署との利用意向も確認する必要があります

が、まずは、教育委員会で何か使えるものがあるかを考えなければなりません。例えば、

何かの研修所のように利用するなど、そのようなことも踏まえて今ある施設は使えるとこ

ろは使い、多少手を入れる部分は手を入れる。幽谷分校を統合するとなりますと、地域で

の活用の意向も確認しながら、今後の活用方法については検討していきたいと考えていま

す。 

 

（教育部長） 

現時点では、幽谷分校は教育財産になっていますので、教育委員会で皆さんのご意見を

伺い、地区の話も聞いたうえで検討する必要があると考えています。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

地元の説明会でも色々な意見が出されています。子供が減っているのは市が開発して人

口を増やさないからだという意見もありますし、道の駅の「保田小」のように活用すると

良いなど色々な意見が出されております。市として出来ること、出来ないことがあります

ので、その辺りを見極めながら検討していきたいと思っております。 

 

（教育部長） 

企画財政部次長、先ほどは、当面そのような都市計画はないとお答えいただきましたが、

教育部門にも地元から話が出ています。 

 

（企画財政部次長 兼企画課長） 

次の総合計画の策定にあたり、平岡地区で懇談会を開催したところ、要望という形式で
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同じような話を地域の方々から伺っております。日本全国の人口が減少し、袖ケ浦市内で

も空き家が増えてきている状況において、仮に平岡地区、川原井・林地区において、大規

模な住宅開発をしたとしても、以前の右肩上がりの社会情勢であれば別ですが、そこを購

入する者があるのかという問題もありますし、市が主体となった開発は出来ないことをご

理解いただいております。 

 

（教育部長） 

他に何かありますか。 

 

（福島委員） 

小規模特認校制度を利用される児童や保護者の見込みはどうなのでしょうか。来年度、

入学する児童はいますか。 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 

まず、この話が出始めた時に、期限についての記載はやめました。ただし、小規模特認

校制度は、幽谷分校が存続するまでは行います。例えば最終年度の前年で、１年だけでも

小規模特認校を体験したいという人がいれば認めざるを得ないのかと思います。来年度、

小規模特認校制度を利用して 1 年生で入学する保護者は、在校生の保護者でもあるので、

その話し合いをずっと聞いておりますので、とりあえず入学させるような話をしていまし

たが、地域で入学する者２名、特認校制度１名の保護者については、経緯がもう一度確定

した時点で丁寧に説明し、意思確認の必要があると思っています。 

 

（福島委員） 

これを機に、小規模特認校制度はどうするのかということを検討されていますか。 

 

（教育部参事 兼学校教育課長） 

今の小規模特認校制度は平岡小学校幽谷分校と記名式で規則が作られています。ただし、

今後、平川地区の人口が減少した場合の策としてはありえますが、今は、まだそういう時

期ではありませんので、今回は平岡小学校幽谷分校のみの話としています。 

 

（山口教育長職務代理者） 

活性化の中で、リスク構想としての一つの選択肢として検討してもらえれば、特認校制

度のやり方が生きてくると思います。 

 

（教育部長） 

市長から何かありますか。 

（市長） 

非常に丁寧に、地元住民、保護者、検討委員会において、それぞれ議論して意見を聞い

てもらったという印象を持っています。この結論をもって、理解してもらいたいというの

が私の気持ちです。先ほど委員の皆様から色々と意見が出ましたが、それも含めて、丁寧
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な議論をしていただいておりますので、最終的な結論をもって住民の皆さんにご理解して

もらうのが一番良いのかと思います。 

細かい部分ですが、５ページの聞き取り調査の結果表の「未回答」という表現は、回答

があったが意見が分かれているという事情があるので、未回答ではなく表現を変えてはど

うかと思います。８ページの上の４段落目の「また、小規模特認校制度を利用している保

護者からは、存続を希望する意見であったが」、より「意見もあったが」の方が良いと思

います。 

 

（教育部長） 

修正します。この資料を合同説明会で使用いたしますので、お気づきの点があればお願

いします。 

 

（多田委員） 

１１ページ上の方です。４行目「また、（協議会の）会員である区民に方々全て」と記

載がありますが、「に方々」が不要だと思います。 

 

（教育長） 

７ページ、４行目「幽谷分校出出身」とあり、「出」が二つ重なっています。 

 

（教育部長） 

記載については再度、見直しを行います。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

２月９日の合同説明会では、参考資料を添付する予定はありません。 

 

（山口教育長職務代理者） 

最終的に決裁をするのはいつですか。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

市役所内部の意思統一は、３月１９日の市長以下、部長職全員が出席します政策会議で

意思決定をします。教育委員会では３月２５日に報告させていただきます。さらに議会関

係では、条例等については現時点で条例を改正する予定はありませんので、３月２６日の

全員協議会で説明をさせていただくのみになりますが、市の方向性として地元の議員に説

明したいと考えております。 

 

 

（山口教育長職務代理者） 

条例の提案は先ですか。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 
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閉校をする際になります。 

 

（教育部長） 

いつで分校を閉校しますと時期を謳う方法もあります。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

今現在の予定で条例を改正すると、児童の在籍がなくなった場合に前倒しの可能性もあ

りますので、そういう状況も踏まえて、条例の改正については時期を見定めたいと考えて

います。 

 

（教育部長） 

   他に質疑等ないようですので、議題１は終了させていただきます。 

    

 

（２）その他 

（教育部長） 

   その他に何かございますか。 

 

（市長） 

総合計画に関するまちづくり懇談会という資料を配布しました。 

総合計画は、まちづくりの最上位の計画です。現在の計画は平成２２年度から平成３１

年度までとなっております。この間に様々な計画に基づいた事業を推進して、ハード・ソ

フトのまちづくりを行っております。来年の３月で現行の総合計画が終了するため、その

先の２０２０年度からの新しいまちづくりの計画について、新たな課題を克服し、袖ケ浦

市がさらなる魅力あるまちづくりをしていく計画の策定のため、様々な方から意見を伺っ

ています。総合計画は三層構造になっており、将来の都市像を描く基本構想と、今ある課

題のためにこんなことを行いたいという基本計画、ここまでを骨子案として作り、それを

説明しながら市民に意見を伺っている途中です。 

資料１０ページの人口推移をご覧ください。現行の総合計画に基づいて事業を行った結

果、このように人口が伸びてきました。２０２０年３月までに６４，０００人になる計画

で、１月１日現在の人口が６３，６７６人ですので、計画通りか、少し上回る予定です。 

この後の１２年間の総合計画を作成するために様々な方に意見を伺っています。３７ペ

ージの「目標人口の推計」をご覧ください。現在の人口が６３，６７６人ですが、一旦、

６４，０００人を超えて２０２５年度までは増えますが、その後、２０３１年度頃までは

下がっていくと予測しています。この近辺では、色々な政策を行っている袖ケ浦市と木更

津市だけが人口が増えていますが、ご承知のとおり、全国的に人口が減っている中で、袖

ケ浦市の人口が今後増える要素にも限界があります。このような状況から、２０３１年度

末の目標人口を６４，０００人と予想しております。地域的に分析すると、増加している

地域は袖ケ浦駅北側、平成通り沿い、ミニ開発をしている蔵波中学校周辺が増えており、

根形地区は拮抗あるいは若干減っており、中富・平岡地区は減っていくという状況が継続
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する見込みです。２０３１年度の平岡地区を見ると１，０００人程度減少する見込みを立

てています。地区からは打開策はないのかという意見が出ることを承知で発表しておりま

す。近年は、出生者数が激減しており、私が生まれた時は、全国で出生数は年間２６０万

人でしたが、今は９０万人程度で、もう少しすると６０万人の予想です。去年は、全国で

鳥取県、島根県１県分程度の人口が減少しており、今後も減少は続くため、人口が大きく

増えないことは明らかです。 

４ページの「これまでの総合計画」に昭和４７年からの過去の目標人口があります。昭

和４７年は９５，０００人、昭和５７年は８２，０００人、平成３年の市制施行時には、

１２８，０００人を目標人口としていて、希望的人口のような計画でした。大きな目標を

掲げることは悪いことではありませんが、目標人口を基本にまちづくりを計画しますので、

２０２０年の６４，０００人という目標人口は堅実的な計画を立てたということであり、

今後の１２年後の計画もそうでないとなりません。今年の４月１日に水道事業が４市統合

されます。君津広域水道企業団に袖ケ浦市の目標人口を７５，０００人と届け出て、使用

水量を契約しています。届けられた人口を基に、企業団が借り入れをしてダムや浄水場、

配水場などを建設しているため、７５，０００人分の基本料金が請求されます。実際には、

使用していない水についても清算して支払っているという状況ですから、高望みをした数

字を出すと痛みを伴いますので現実的な数字が良いということです。 

先ほどの問題に繋がりますが、平岡地区・中富地区の人口が減るという厳しい予測が出

ており、まちづくり懇談会でも市で何かやってもらいたいという意見もありますが、税金

で事業を行い、できなかった場合の責任を負うのは、後々の税金を払う方になってきます。

袖ケ浦駅海側についても当初は公共施工の予定でしたが、住民投票などがあり、国・県・

市の補助金を使い地権者が組合方式で事業を行ってきました。補助金があっても工事費が

膨大ですから、完成した際に土地を半分売却し工事費を捻出しておりますが、平岡地区で

同じ規模で施工すると、費用は同程度かかるが土地の売却価格は袖ケ浦駅海側よりも極端

に下がり事業として成立しなくなるため、民間でも公共施工でも行えないという状況です。

そのことを地元で説明していますので、教育委員の皆さんからも良い方法があれば出して

いただきたいと思います。 

 

（山口教育長職務代理者） 

中川富岡地区は、久留里線沿線ですので、若干手を加えれば人口を戻すことができるか

もしれませんが、平岡は東横田駅まで出る必要があり、東横田駅を使ってテコ入れをする

など相当な何かをしなければ人口が増えるのはかなり難しいと思います。 

昨年、人口問題研究所の発表で、３５年後の袖ケ浦市の人口は５４，０００人でしたの

で、目標人口の６４，０００人は比較的妥当性があると感じます。富津市は現在の半分で

ある２５，０００人程度、君津市は現在の６割の５８，０００人程度になると予想されて

います。このような予測の中、本市は５４，０００人に収まっているので、６４，０００

人の目標人口は無理な数字ではなく、政策をきちんと行ってもらえれば妥当なところだと

思います。 

 

（市長） 
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地元での説明の中で、市で施策をしてもらいたいという意見が出ます。地元で結束して

市と一緒に何かを行いたいというのであれば良いのですが、そこまでの話はありません。

本市は農業が盛んなので、体験農園や収穫体験などを一緒にやろうという動きがあれば、

我々も力を注いでいくことができますが、なかなか難しいものです。 

 

（山口教育長職務代理者） 

農園カフェを幽谷分校で開き、地域の人達が地元品を出して色々な物を売るなどして、

全国発信していく方法もあります。 

 

（市長） 

道の駅「保田小」に行きました。飲食店や宿泊所もあって確かに流行っていますが、地

元の物産は少なく、市外の物が多かったです。地元の人からの出品が多ければ、なお良い

と感じました。 

 

（山口教育長職務代理者） 

馬来田にある道の駅「うまくたの里」も、地元の野菜は少しありますが、鴨川辺りから

の干物が並んでいて、ほとんど千葉県や全国の物です。 

 

（市長） 

地元で結束して取り組みたい方がいればお願いしたいと思います。 

 

（市長） 

企業の進出などは活性化に繋がりますが、地元の特徴を生かして、地元の人が起業して

人が集まってくると良いと思います。やはり農業が一番良いと思います。 

 

（多田委員） 

川原井地区に広大な畑があるので、農協に働きかけて貸し農園を大々的にやるのも良い

と思います。 

 

（市長） 

貸し農園として、現実的には土地を借りているのは他市の住民です。姉崎大根蔬菜組合

からも袖ケ浦市内の土地を借りたいという話もあります。また、平成２９年度には、市民

農園、収穫体験農園などの開設にあたり、駐車場や水道などの整備費用などに対して市独

自の補助制度を作りました。しかし、市内農家の活用はあまり多くないのが現状であり、

市外からの新規就農者の方が積極的に農業規模を拡大している状況です。 

 

（多田委員） 

定住して３０年後には、農地を無料であげますというようにしたらどうでしょう。 

 

（山口教育長職務代理者） 
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農家もいずれ年を取れば農業ができなくなってしまいますので、誰かが借りて作るしか

ありません。何かを作らなければ農地が荒れてしまいます。 

 

（多田委員） 

林地区は誰もいなくなってしまう可能性もあります。 

 

（市長） 

東京の学校で行っていない林間学校などを旅行会社と絡んで幽谷分校でやってもらう

という手法も考えられます。 

 

（多田委員） 

自然環境を有効に使えれば良いです。 

 

（教育部長） 

何か市長へ質問があればお願いします。 

 

（市長） 

   総合計画に関するまちづくり懇談会の資料については、全部を説明できませんが、簡単

に言いますと、将来都市像をみていただきたい。 

 

（企画財政部次長 兼企画課長） 

意見を伺いたい部分について説明させていただきます。 

２７ページ「基本構想」の構成をご覧ください。先ほど市長から話がありました、基本

構想の構成ですが、市が１２年後に目指す将来の姿は、こんなまちであるということを書

きます。それに合わせて、目標とする人口、土地の活用方法という大きな３項目について

基本構想の中で位置づけることになります。 

２８ページにあるように、基本構想策定までの流れは、市民の皆さんからのご意見やア

ンケートなどから、基本的な視点と共通した視点を設定して、将来の姿というものを定め

ようと考えているところです。 

その基本的視点を３項目設けています。１項目が２９ページの「市民一人ひとりが活躍

できるまち」２項目が３０ページの「子どもから高齢者までだれもが安心して暮らせるま

ち」３項目が３１ページの最後「活気のある住み続けたいまち」が、基本的視点になりま

す。共通の視点ということで「人・地域・行政のつながりでつくるまち」を基礎として、

３つの視点を達成したいというような考え方です。 

こういう基本的視点に立ちながら、市が目指す将来像について、どのように検討してい

くかと考えたものが、３３ページ下の方向性①②になります。方向性①としまして、３つ

の基本的視点のうち、特に力を入れるべきものを一つ選び、さらに他の二つの視点、プラ

ス共通の視点を包含しながら方向性を定めようという考え方です。方向性②の考え方は、

３つの基本的視点及び共通的視点を並列的に考え、どれも大事だという考え方のもとに、

将来の姿を定めるというような二つの方法を考えております。 
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方向性①にした場合、３つの視点のどこを中心にしたら良いのか。方向性②にした場合、

どういった方向性をもって将来像を決めたら良いか。今回、将来像を定めるにあたっての

ご意見をくださいということで、各地区の懇談会を開催しているところです。 

教育委員の立場として、こういう方向性が良いのではないか、こういう視点が大事であ

ろうというご意見を、この場ですぐにいただくのは難しいと思いますので、教育委員会を

通じて、ぜひ企画課へご意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（市長） 

   ご意見をお待ちしています。 

    

   ＜他に意見等なし＞ 

 

 

４ 閉会 

（教育部長）   

   本日の議題は全て終了いたしました。 

これをもちまして、平成３０年度第２回袖ケ浦市総合教育会議を閉会といたします。 

長時間にわたり、ありがとうございました。 

以上 

 

 

 

※ 個人に関する情報を含む部分については、袖ケ浦市総合教育会議運営要綱第７条に 

より非公開とします。 


