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令和元年度第１回袖ケ浦市総合教育会議 議事録 

 

 

 

１ 開催日時  令和元年７月２４日(水)       午後４時００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 

学校教育課長 鈴木 大介 
総合教育センター 

所長 
小藤田 信明 

学校教育副参事 磯部 正史 教育総務課副参事 山中 千康 

教育総務課班長 君塚 和枝 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 １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について 

    （２）第三期袖ケ浦市教育ビジョン（教育振興基本計画）策定方針について 

    （３）その他 

   ４ 閉会 

 

７ 議 事 
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１ 開会 

（教育部長） 

   ただ今から令和元年度第１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、原則公開となっており、本日、１名の傍聴人がおります

が、これを認めることに異議はありませんか。 

 

   （異議なしの声） 

 

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、ご苦労様です。教育委員の皆様におかれましては、この会議の前の会議にも出

席いただいているということで、お忙しい中、大変ご苦労様です。令和元年度第１回袖ケ

浦市総合教育会議の開催にあたり、一言ご挨拶申し上げます。 

昨日は暦では大暑にあたり、群馬県では３１度を記録したということです。今年はまだ

梅雨が明けたのか明けていないのかわからない気候なので、昨年、学校の空調設備を整え

ましたが、あまり話題にならない状況です。先程まで４市の首長が集まった別の会議に出

席していましたが、その時にも空調設備のことが話題にならないという話が出ました。 

  ７月１日から運用を開始していますが、暑くはなくても湿っぽい季節の中で、エアコンを 

つけた中での効果的な運用もされていると聞いているので、一定の効果はあると感じてい

ます。また、８月には総合防災訓練が予定されており、学校施設等が避難所になりますの

で、いざという時の心づもりもしてほしいと思っています。 

 「選ばれるまち袖ケ浦」を見てもわかるように、全国的に人口が減少している中で袖ケ

浦は増えています。昨年の人口増加率は県内３位でした。年齢層別転入者の状況は、２０

代が一番多く、次が３０代、次が０～９歳となっています。つまり若い人が子ども連れで

転居いただいているということになります。これは喜ばしいことですが、当市においても

地域事情がかなり違っております。袖ケ浦の海側の地域と、長浦・蔵波地区は増えていま

すが、その他の地区は減っている状況です。根形地区は若干減っている、中富・平岡地区

は減っているという状況です。ただ、増えている地域においても、長浦駅前・蔵波台・福

王台では空き家が増えています。少し前では考えられない状況が起きています。 

現在、袖ケ浦市の新しい総合計画を策定しております。現在の計画が今年度まで、新し

い計画が今後１２年間になります。こういった劇的な周囲の状況の変化を鑑みて、今まで

と同じような行政サービスのあり方、施設の使い方でなく、新しい視点で検討していくこ

とを話していますが、現時点では思うように進んでいない状況です。変化に応じていける

よう、委員の皆様にもアドバイスをいただけたらと思っております。人口が延びていると 
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ころは、小学校校舎の増築、保育所の設置など、海側の地域が延びればその備えをしなけ 

 ればならない状況にあります。 

袖ケ浦市は、教育委員会の所管にある施設を含め、長らく公共施設の充実を図ってきま

した。しかし、先程も申しましたように、地域ごとに事情が違ってきました。例えば、平

岡地域は高齢者が極端に多くなっています。地区によっては高齢化率が４０％を超えてい

る状況です。 

そういった状況の中で、比較的財政の余裕のある時期に建てられた社会教育施設、公民

館や郷土博物館など、当初の目的で建てられた施設がどういった運用をされているのか、

今になってどのような変化をきたしているのか、昔と同じような運用や事業を行っていい

かを真剣に考える必要があります。総合計画の事業について、それぞれ担当課にも考えて

もらっていますが、例えば公民館は、生涯学習視点で運用されているのが実情ですが、高

齢者が多い地域は、高齢者や健康づくり担当課と連携しながら、事業一つ一つを見直しを

して、様々な視点から施設運営のあり方を考え直していく必要があると思っています。大

変重要な時期にきていますので、教育ビジョンの作り方についても、市民の意見を聴いて

いく場面設定もあるようですが、教育部門だけでなく、他部門と連携して今までとは違っ

た視点で検討していくことが必要だと思います。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、お手元の資料の１ページをお開き下さい。 

幽谷分校については、これまでも皆様に説明をさせていただいてきたところですが、

年々児童が減少傾向にあります。平成３０年６月に「平岡小学校幽谷分校在り方検討委員

会」を設置し、検討を重ねてきたところです。これらに基づき、市の方針としては、袖ケ

浦市立平岡小学校幽谷分校は本校である袖ケ浦市立平岡小学校と統合すべきものである。

時期としては、平成３１年４月入学の児童が４学年終了時（令和４年度末）をもって袖ケ

浦市立平岡小学校本校と統合する。ただし、その間に入学する児童については、希望に応

じた入学（袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校又は袖ケ浦市立平岡小学校）を可とする。また、

小規模特認校制度は、引き続き募集を行うこととするが、導入の趣旨から、袖ケ浦市立平

岡小学校幽谷分校と袖ケ浦市立平岡小学校の統合に併せ廃止する。という方針を示させて

いただいたところです。この方針につきましては、令和元年５月２２日の令和元年第１回

教育委員定例会で議決され、令和元年６月１１日の政策調整会議、令和元年６月１８日の



  

4 

 

政策会議で承認を受け、令和元年６月２６日の市議会全員協議会で付議説明をさせていた

だいたところです。 

   また、児童の通学に対する支援について、市の方針を示しています。統合で通学変更と

なれば、通学距離が遠距離になることから、送迎車両の運行について検討が必要になりま

す。資料２ページをご覧ください。近隣市の状況ですが、近隣市においても学校の統廃合

が進められています。 

木更津市におきましては、平成３１年、中郷中学校と清川中学校が統合し、清川中学校

に統合、富岡小学校と馬来田小学校が統合し、馬来田小校舎で校名が富来田小学校となっ

ています。送迎車両につきましては、富来田小のみの運行、運行方法は業務委託となって

います。運行車両については、中型バス１台です。乗車予定児童が２９名と確定したこと

から、中型バスとなったようです。運行便数については、登校時間は１便、下校時間は２

～４便となっています。下校時間は、通常日課のほか、放課後に陸上及び合唱練習がある

場合、入学式直後の１年生の早下校など、状況に応じて便数を調整している状況です。委

託期間は、平成３１年４月１日～平成３２年３月３１日の１年間、事業費は、５，８７６，

７６６円となっています。 

   君津市におきましては、平成３１年に小糸中学校と清和中学校が統合し、小糸中校舎で 

  校名が周東中学校となりました。来年度以降は資料のとおりの予定となっています。送迎 

車両は、今年度は周東中学校のみで行っています。運行方法につきましては委託で、運行 

車両につきましては、コミューター（１３人乗り程度のバス）１台、マイクロバス２台で 

運行をしています。運行便数については、中学校なので部活動等を考慮し、通常登下校に 

加え、休日運行も行っています。事業費は、３５，４０１，０００円となっています。 

富津市におきましては、統合は来年度以降の予定はありますが、今年度はありません。 

従いまして運行はしていませんが、スクールバス設置運行計画（案）を作成しています。 

地区ごとの状況を考慮し、車両設置台数は１１台を予定しています。所有マイクロバス２

台を含む車両込みの運行委託契約を結ぶ予定で、各台１路線の１１路線を考えているとい

うことです。 

 次に、既存施設活用方法の検討についてですが、市の方針としては、現在、未定である 

が、市としての活用などを確認した後、有効な活用方法を検討していくこととしています。 

また、平岡小学校幽谷分校は、袖ケ浦市地域防災計画において「避難場所・避難所」に指 

定されていることから、これらを考慮した施設の活用を考えていかなければならないと示 

しています。 

近隣市の状況ですが、木更津市におきましては、中郷中学校で、「ローヴァーズ株式会 

社」というサッカーを中心としたスポーツクラブが使用する予定となっています。富岡小 

学校は未定ということです。 

   君津市におきましては、社会体育施設に転用する学校がありますが、他については現在 

  検討中ということです。また、今回の統合とは別ですが、１９８８年に廃校した旧市立香 

  木原小学校を活用し、地元産ジビエ食品などを提供する「狩猟工房ランド」が７月２０日 

  にオープンしました。賃料は年約６７万円となっています。 

富津市におきましては、現在は未定ということです。 

続きまして、児童数推移の注視についてですが、未就学児童の就学意向を０才児まで   
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の保護者に確認しているところですが、注視していかないと職員配置等に関して難しい   

面が出てきます。令和４年度末をもって統合となりますが、令和４年度で２年生が２人 

  となりまして、３年生と１年生が０人となっています。令和３年度で入学する１年生の 

  ２人が本校を希望することも考えられます。そういったことも注視しながら、今後の児 

  童数推計を見ていかなければならないと考えています。 

   最後に、今後の予定でございますが、今年度方針決定をさせていただいたところでござ 

いますが、今後、幽谷分校の学区内の住民及び平岡小学校の学区内の住民に方針決定を周 

知、広報誌及びホームページで全体に周知を予定しています。また、送迎車両及び既存施 

設の利活用について資料を収集していきたいと考えています。令和２年度については、送 

迎車両等の方針決定を考えています。令和３年度については、既存施設の活用方針を決定 

したいと考えています。令和４年度については、送迎車両を運行する場合、送迎車両ルー 

ト等実走確認、また、学校統合に係る保護者説明会、１２月議会において条例改正、３月 

には閉校式を予定しています。令和５年４月１日に学校統合となり、送迎車両を運行する 

場合は業務委託契約を行い、運行の開始となります。また、併せて令和５年１０月には利 

活用に向けた方針決定の中で必要があれば改修工事を予定しています。このような予定で 

進めさせていただきたいと考えています。 

 

（教育部長） 

   幽谷分校につきましては、これまでも何回か説明しておりますが、今回の説明の中に新 

たに近隣市の状況や具体的に内容に踏み込んだ点もございますので、こういった点におい 

てご質問、ご意見等ありましたらお願いいたします。 

    

（市長） 

   市議会全員協議会の中で、今後どうするのかという話が出て、既存施設についてはこれ 

から検討していく、現時点のスケジュールを話したところですが、先程、スケジュールが 

前倒しになるかもしれないと説明がありました。そういったことも意識して、計画も前倒 

しで進めていったほうがいいと思います。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

 先程、児童数推移の注視というところでも説明させていただきましたが、これは平成３ 

１年１月現在の意向を確認した時の資料になりますので、今後、状況によって意向が変わ 

る可能性も考えられます。そういったことも注視しながら、できるだけ早い段階で対応し 

ていきたいと考えています。 

 

（市長） 

 幽谷分校学区内、平岡小学校学区内の周知の方法はどのように考えていますか。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

 書面での周知を考えていますが、人を集めての報告会を行うかは今後、精査して決めて 

いきたいと考えています。 
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（教育長） 

 幽谷分校は４年生までですが、学区内には５、６年生もいますので、送迎車両の運行は、 

５、６年生も含めて対応したいと考えています。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

   その点についても、０才児までのそれぞれの児童の自宅を地図上で確認したり、いろい 

ろな情報を集めながら進めていきたいと考えています。 

 

（市長） 

既存施設の活用について、まず教育委員会で考えることになりますが、場合によっては、 

  先程も話したように地域の状況を鑑みて、総合的に考えていく必要があると思います。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

幽谷分校の統合時に、何も活用されていないということにならないように、まずは教育 

委員会内部で活用が可能か検討し、教育委員会で何もなければ市の各課に照会を行い、そ 

れでもなければ地元での活用を考えていく順番で進めていく予定です。 

 

（市長） 

様々な活用が検討できると思います。 

 

（山口教育長職務代理者） 

統合に伴い、教職員の異動にも配慮をしていただきたいです。 

 

（学校教育課長） 

それについては、県の教育事務所とも検討を重ねながら、進めていきたいと考えていま 

す。 

 

（教育長） 

幽谷分校の保護者に対しても、統合について一緒に考え、本校に動く意向がある場合な 

ど早めの相談をしてほしいという話をしています。 

 

（多田教育委員） 

施設の活用の案ですが、避難所に指定されていますので、市民に対して防災に関する      

知識や技術を身に着ける学習施設という位置づけもいいと思います。今後、災害の被害   

は、想定を超えたものも考えられます。いざという時に役立つと思いますので、一つの案

として検討してもらいたいと思います。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

貴重なご意見をありがとうございます。ただいまの防災に関する学習施設というご意見 

  ですが、所管もございますので、そちらの意向、または他の利用方法も考えられますので、 
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貴重なご意見として留めさせていただきたいと思います。 

 

（教育部長） 

   幽谷分校の件につきましては、また進捗状況を報告させていただきたいと考えています。 

では、議題（１）袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校について終了いたします。 

次に、議題（２）第三期袖ケ浦市教育ビジョン策定方針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、資料の６ページをお開き下さい。 

第三期袖ケ浦市教育ビジョン策定方針については、教育委員の皆様には以前ご説明をさ

せていただきましたところでございますので、説明が一部重複するところもあると思いま

すが、ご了承いただきたいと思います。 

   まず、経緯につきましては、本市では、第一期教育ビジョン（平成１３年度から平成２ 

２年度）及び第二期教育ビジョン（平成２３年度から令和２年度）を策定し、本市の望ま 

しい姿を展望し、目指すべき目標やその基本的な考え方を総合的かつ体系的にまとめ、こ 

の計画に基づき、各種の教育施策を展開し、事業を推進してきました。第二期教育ビジョ 

ンも令和２年度をもって満了することから、新たな教育ビジョン（第三期）を策定するた 

めの基本方針をここに示し、取り組もうとするものです。 

資料の７ページにつきましては、概念図になります。国では平成１８年１２月に教育基 

本法の改正が行われ、それに伴って教育振興基本計画が策定され、第３期（２０１８年～ 

２０２２年）となっています。これをもって千葉県では、第３期千葉県教育振興基本計画 

が令和２年から令和１１年の間に実施される予定となっています。袖ケ浦市では、現在、

令和２年から１３年の１２年間を期間とした新たな総合計画を策定中です。 

今回の総合教育会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づいて行っていま 

すが、一方で、国では幼稚園の教育要領、小中学校の学習指導要領が平成２９年３月に改 

定になりまして、いよいよ完全実施という運びになっています。これらを受けまして、国 

や県の法令を参酌しながら、市の総合計画と整合を取りながら、小中学校の学習要領につ 

いてはこれに即した第３期袖ケ浦市教育ビジョンを策定していくという概念図を作って 

おります。 

続きまして８ページをご覧ください。教育ビジョン策定の基本方針になります。まず、 

一つ目の計画期間でございます。県の計画が来年から１０年間にわたって策定される予定 

です。袖ケ浦市においても、一年遅れでございますが、第１期、第２期と同様に令和３年 

からの１０年間と言う期間で計画を策定する予定となっています。また、策定体制でござ 

いますが、教育委員会に策定委員会を設置し、併せて策定部会を置くこととしています。 

年度計画ですが、本年度は市民意識調査並びに市民との意見交換会を実施し、市民の考え 

方、教育に関する捉え方などの資料を収集していきたいと考えています。令和２年度には 

策定業務を委託した上、教育ビジョンの素案を作成し、パブリックコメントを経て、第３ 

期教育ビジョンを策定していきたいと考えています。また、策定手法ですが、今年度に行 

う市民意識調査並びに市民意見交換会については、今回、委託はせずに職員で行っていき 
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たいと考えています。策定作業については、委託により進める予定としています。 

また、教育ビジョンの策定要綱につきましては、資料９ページになります。 

  １０ページの別表１では策定委員会のメンバー、別表２、３につきましては、各部会の構 

    成メンバーを記載しています。 

１２、１３ページが年度別計画の詳細になります。まず、今年度は現在、７月に市民意識 

調査を実施している最中です。７月１６日までに調査の回答を依頼しました。対象区分と 

しては、市民に対して無作為での意識調査を９００名に配布しております。現在、２７９ 

名の回収で、回収率は３１％になっています。また、市内の小中学校の県費の教職員３５ 

０名に配布し、２９９名の回収で、回収率は８５．４３％になっています。また、市内の 

小学５年生５９８名に配布し、５７７名の回収で、回収率は９６．４９％、中学２年生４ 

９３名に配布し、４５０名の回収で、回収率は９１．２８％になっています。さらに小 

学５年と中学２年の保護者１,０９１名に配布し、９７６名の回収で、回収率は８９．４ 

６％となっています。合計で配布数が３,４３２名、回収済が２,５８１名で、回収率は７ 

５．２％になっています。なお、回収した調査票は、担当課職員並びにチャレンジドオフ 

ィスそでがうらに依頼し、現在集計作業中でございます。集計後は調査報告書にまとめ、 

再度皆様に説明させていただく予定としています。１４ページに調査の対象区分、５月１ 

日現在の対象者数をまとめてあります。その結果が、先程申し上げた回収率になります。 

 市民意識調査の中身については、１５ページに記載しています。調査は、資料にある学 

校教育から教育全般までの６つの分類により行っており、項目は、それぞれの意見を選べ 

るような形の調査票になっています。 

   次に、市民意識調査の結果をもって各地区に出向きまして市民意見交換会を予定してい 

ます。資料は１７ページになります。意見交換会については、中学校区での実施を考えて 

います。なお、参加予定者数としましては、各地区の方々、学校長等を含めまして概ね一 

つの地区で３５～５０名程度、その他、策定委員、部会員、教育長、各公民館の館長、副 

館長等を合わせて１地区５５～７０名の意見交換会を予定しています。 

詳細については資料に記載のとおりです。説明は以上です。 

    

（教育部長） 

   この教育ビジョンの策定方針につきましては、教育委員の皆様方には、すでに概要につ 

 いて説明させていただいているところでございます。ただ、総合教育会議の目的として、 

市長との共通認識をもっていただくということで本日、議題に上げさせていただきました。

内容について、ご質問、ご意見等があればお願いします。 

 

（市長） 

   教育ビジョンの作り方は、従来とほとんど変わらないと思います。ただ、先程も申し上 

げましたように、教育委員会が持っている施設、事業のあり方が、今までとは袖ケ浦市の 

状況が変わってきており、地域によって子どもの数も極端に違っています。高齢者も増え 

ています。こういったことから、今までの延長線上になりがちなところは見直してもらい 

たいと思います。袖ケ浦市の公共施設は、人口の割合に対して多くなっています。今まで 

は、市民サービスとして機能してきましたが、今までと同じように生涯学習視点で使って 
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もらうだけでなく、状況変化に伴って考えていく必要があります。 

   例えば、平岡地区では、生涯学習などの勉強よりも、相談などの高齢者のコミュニティ 

が必要になっています。公民館に来てくださいというよりも、近くの自治会館などで、少 

人数でもそういった講座や相談をしていく方法があります。そのためには、教育委員会が 

持っている人材や組織だけでは限界があるので、市民健康部や福祉部と連携して行ってい 

く、そういった考えを持ってほしいと思います。せっかくあるから公共施設を活用してく 

ださいというよりも、市民がどういう観点で何を必要としているかを考えると、もう少し 

幅広い視点が必要になります。策定委員会のメンバーを他部門と連携する形で考えていく 

ことが必要だと思います。地域で困っていることをどう相談して解決していくか、そうい 

う観点が大切になってきます。施設を作った３０～４０年前と劇的に状況は変化していま 

す。その点をよく考えて策定してほしいと思います。 

 

（山口教育長職務代理者） 

市長のおっしゃる通りで、教育委員会議でもそういった状況は認識していて、社会教育 

  施設だからといって他の目的の人には貸さないということはありません。地域のコミュニ 

ティの場である公民館、職員が学習のコーディネートを行い、地域の中に出向くというこ 

とも以前から私は提案しています。また、職員もいろいろな方向で考えながら事業を行っ 

ています。教育委員会だけで考えるのではなく、市民健康部門や福祉部門とも連携してそ 

の地域のために施設を作っていくという考えを持って進めています。 

   また、原点に戻って、なぜそこに公民館があるのか、目的を持って事業を進めてくださ

いと話しています。教育ビジョンを作るにあたり、原点に戻ることも重要だと思います。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

   今年度、小中学校等の施設の長寿命化計画の策定の委託をして取り組んでおります。社 

会教育施設においても、来年度引き続き長寿命化計画を委託により策定の予定ですが、そ 

の中でも、いつ、どのような形で施設に手を入れていくかということは、今までの機能回 

復のみならず、そういったところも考えて改修をしていかなければいけないと考えており 

ます。 

 

（山口教育長職務代理者） 

企画課の今回の総合計画のアンケートの中でも、文化芸術が、重要性を感じない、満足 

度を感じないという点でポイントが落ちています。教育委員会の中で、それでいいのかと 

いう原点に戻って、そこを掘り起こさなければいけないので、配慮してもらいたいと考え 

ています。 

 

（市長） 

   市民三学大学講座も、全市民に投げかけると集客がありますが、市民会館だけの開催で 

なくても、以前、市民会館の改修時に公民館ごとに開催しましたが、そういった形も良い 

と思います。地域ごとの特性に合わせて講師を選んで、問題を投げかけていき、その地域 

住民の生活を考えるきっかけをつくっていく、評価の方法も人数ありきではなく、地域ご 
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との課題を解決するために学んで、自分の生活にフィードバックするということが大切だ 

と思います。詳細な事業等は、総合計画の下の実施計画での検討になりますが、そういっ 

た考えもビジョンを作る時に含めてほしいと思います。 

 

（山口教育長職務代理者） 

今回の第３期教育ビジョンの策定について、委託により策定作業を進めるとありますが、 

  教育ビジョンの案は委託に出しても、策定は職員が行ってほしいと思います。委託にして 

しまうと、今言ったような内容では進められないと思います。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

   それにつきましては、ビジョンそのものを委託するということではありません。資料を 

  集める、印刷物を作るというような作業を委託するということです。本来のビジョンの主 

旨や考え方など、内容については教育委員会が主導して進めていくことは承知しておりま 

す。 

 

（山口教育長職務代理者） 

確かに各部会で素案を作るという記載もあるので、委託ではないと思います。誤解のな 

  いようにこの記載は直したほうがいいと思います。 

 

（教育長） 

   おっしゃる通りで、自分達で集計等の作業をすることによって、いろいろな動きが見え 

  て、良い計画を作ることができると思いますので、その点は次長とも確認して進めていま 

す。うちのほうは、手作りのものを作っていきたいと考えています。ご指摘の通り進める 

予定でおります。 

 

（山口教育長職務代理者） 

自分達で作っていく手作り感は大切だと思います。その後に、市長からもお話があった 

他部門との調整が必要になると思います。 

 

（教育部長） 

先程の委託の部分の記載については、語弊のないように修正したいと思います。 

  市長をはじめ教育委員からも貴重なご意見をいただきました。基本的な考え方など見直し 

を行いながら、現状に即した計画を策定していきたいと考えています。また皆様方にはご 

意見をいただきたいと思います。 

他にご意見等がありましたらお願いします。 

 

（市長） 

先程から申し上げているように、施設もできた当初と状況が違うので、施設ありきでは 

なく、統合や他部門に委ねるなど、そういったことも含めた方針を考えてほしいと思いま 

す。 
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（教育部次長 兼教育総務課長） 

社会教育施設、体育施設に限らず、先程幽谷分校の話もさせていただきましたが、この 

先１０年を見越した場合に、幽谷分校のみならず、平岡小学校や中川小学校などのあり方 

なども考えていく必要があるので、その点も十分調査をしながら検討していきたいと考え 

ています。 

 

（市長） 

 社会教育施設、体育施設などあらゆる施設を見直していく方向で考えてほしいと思いま 

す。 

 

（教育部長） 

   他に質問等はございますか。 

    

    ＜他に質問等なし＞ 

 

（教育部長）   

では、議題（２）第三期袖ケ浦市教育ビジョン策定方針について終了いたします。 

議題（３）その他ですが、事務局から何かありますか。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

   事務局からは特にありません。皆様から何かありましたらお願いします。 

 

＜特になし＞ 

 

 

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、令和元年度第１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。 


