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令和元年度第２回袖ケ浦市総合教育会議 議事録 

 

 

 

１ 開催日時  令和２年１月３０日(木)       午後３時５５分開会 

                          午後５時００分閉会 

 

２ 開催場所  袖ケ浦市保健センター 集団指導室 

 

３ 出席構成員 

市長 粕谷 智浩 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 

学校教育課副参事 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 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統合について 

    （２）第三期袖ケ浦市教育ビジョン（教育振興基本計画）策定スケジュール等に

ついて 

    （３）その他 

   ４ 閉会 
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７ 議 事 

１ 開会 

（教育部長） 

   ただ今から令和元年度第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、原則公開となっておりますが、本日は傍聴人がおりませ

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、粕谷

市長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

２ 市長あいさつ 

「令和元年度第２回袖ケ浦市総合教育会議」の開催にあたり、主宰者として一言ご挨拶

を申し上げます。教育委員の皆様には、日頃から本市の教育の充実発展にご尽力をいただ 

いておりますことに、厚くお礼申し上げます。 

私は、昨年の市長選挙において、多くの市民の皆様から力強いご支援を賜り、市長に就

任いたしました。 

私は、袖ケ浦の次の夢を創り、実現するため、「袖ケ浦の未来を築く６つの基本政策」

を立てました。その中で教育委員会に大きく関わる政策は２つあります。 

一つは、『市民の命と生活を守る災害に強いまちへ』です。昨年の台風時には多くの被

害があり、教育委員会でも公民館等の避難所開設や教育施設の修繕などに対応していただ

いたところですが、この政策は最優先で取り組むべき事項として、本市の災害対応の課題

を検証し、市民ニーズに柔軟に対応できる体制を整え、激甚化する気象災害などから市民

の命を守る、災害に強いまちづくりを目指していく考えでおります。 

もう一つは、『次の世代を国際力豊かに育てるまちへ』です。経済のグローバル化が進

む現代社会では、世界で活躍できる人材が求められており、特に英語教育への対応が急務

となっております。このため、本市の子供たちが義務教育の中で「使える英語」を習得で

きるよう、質の高い教材や人材の確保に努めてまいります。また、ＩＣＴ技術を活用した

教育環境や、外部人材を活用した幅の広い教育、通学が困難な児童生徒の学習機会の確保

などにより、従前から本市の強みであった教育の質を、より高めてまいります。 

次に、学校を取り巻く環境を見てみますと、全国的に人口が減少している中、本市では

人口は増加しており、特に袖ケ浦駅海側土地区画整理事業地内及び蔵波台縁辺部での開発

による人口の増加が多い一方、内陸部の人口は減少しており学校規模の格差が生じており

ます。 

人口増加率を見ますと、県内では第３位となり、転入者数が転出者数を大きく上回る社

会増が顕著です。このことから、昨年度は奈良輪小学校及び蔵波小学校の増築を行いまし

たが、一方児童数が減少している平岡小学校幽谷分校は令和５年４月から本校である平岡

小学校と統合する方針を決定しました。 

本日は、このような事項について教育委員会と市長部局が共通認識をもち、互いに連携

して取り組んでまいりたいと存じますので、教育委員の皆様から忌憚のないご意見をいた
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だけますようお願い申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。 

 

（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統合について 

 

（教育部長） 

議題１、袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校の統合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３ページをお開き下さい。 

平岡小学校幽谷分校の統合関係経過及び今後の予定ですが、平成２９年度においては地

元住民の川原井区役員及び林区役員と懇談会を進めてまいりました。 

平成３０年度には、袖ケ浦市平岡小学校幽谷分校の在り方検討委員会を設置し、４回ほ

ど検討委員会で検討を重ね、４回目の平成３１年度３月２９日には在り方に関する方向性

を提言いただいているところです。また、学区内住民及び保護者との懇談会・説明会を６

回ほど開催しました。 

令和元年度には方針の決定をしました。袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校の在り方検討

委員会で「検討委員会として、２０２３年４月から統合する方針を決定事項とする。」

旨のご意見をいただきました。市としても幽谷分校の在り方検討委員会からの意見を

尊重し、方針を決定しました。これは、令和元年８月１日付けで市長決裁をいただい

たところです。また、学区内住民及び保護者あてに令和元年１０月３０日付けで方針

決定の周知をしました。これは、９～１０月の早いうちに周知することを予定してい

ましたが、台風の影響で１０月３０日になったものです。資料の１～２ページと同じ

ような形で地元の住民及び保護者あてに市政協力員を通じて毎戸配布を行いました。

令和元年度に入学した児童が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方針決定をしたところです。今後は、令和２年３月１５日号の「広

報そでがうら」に掲載し、市民に対し周知を図ります。また、児童の通学に対する支

援の検討ですが、袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校から袖ケ浦市立平岡小学校に通学変

更となれば、基本的には通学距離が遠距離となることから、袖ケ浦市立平岡小学校幽

谷分校学区からの児童については、送迎車両の運行などの検討が必要と考えています。

検討にあたっては、既に統廃合を実施している近隣市（木更津市、君津市、富津市）

での運行などを参考とします。さらに今年度４市の意見交換会を実施し、情報を集め

たところです。 

令和２年度は、児童の通学に対する支援の検討として令和元年度に引き続き、送迎

車両の運行などの検討及び４市の意見交換会等への参加を行います。また、既存施設
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活用方針の検討として、第１期実施計画においても『子育て・教育・文化』の施策分

野において「教育施設利活用事業【新規】」として取り組むこととしており、他用途へ

の利活用などを検討します。さらに児童数推移の注視をしていきます。今年度幽谷分

校は１～４年生で合わせて１２名の児童が通っています。来年度は９名の予定です。

未就学児保護者からの就学意向を含めた児童数推計は、平成３１年１月２９日現在で

推計しましたが、教職員配置に関しても影響が大きいことから、今後も引き続き意向

を確認させて頂くなど注視していきます。 

令和３年度は、児童の通学に対する支援の検討として令和２年度に引き続き、送迎

車両の運行などの検討及び市の意見交換会等への参加を行い、方針を決定します。  

また、既存施設活用方針の検討として他用途への利活用などを前年度に引き続き検討

します。さらに児童数推移の注視として未就学児保護者から引き続き意向を確認させ

て頂くなど注視していきます。 

令和４年度は、児童の通学に対する支援の検討として方針決定に伴い、支援を行う

場合には、運行に向けた協議・準備等を行い、併せて保護者に周知することとします。 

  また、既存施設活用方針の決定として今後の利活用方針を決定します。次年度以降に、

改修工事等が必要な場合には施工方法等を検討します。また、条例等の改正が必要に

なりますので議会への提案も行います。 

令和５年度４月１日から、平岡小学校幽谷分校は、本校である平岡小学校に統合と

なります。 

この内容につきましては前回の総合教育会議でも説明させていただいたところですが、

今回市長が変わりまして改めて共通認識を持ちたいということで今回の議題に挙げさせ

ていただきました。 

 

（教育部長） 

   ここまでご質問、ご意見等ありましたらお願いいたします。 

    

（市長） 

   児童数の推移ですが、当初の予定との差はありますか。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

 未就学児に対して学区内の就学意向を確認したものを基に推移として挙げています。令 

和２年度に入学の児童については、昨年の意向調査では０名でしたが、１名になりました 

ので１名増となります。来年度は意向調査では２名となっていますが、これも変動する可 

能性がありますので注視していきたいと考えています。 

 

（市長） 

 １０月に学区内住民及び保護者の方に周知していますが、反応はどうでしたか。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

 市政協力員を通じて毎戸配布していますが、今現在、このことについての意見は届いて 
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いません。ただ、説明会の中では統合そのものについて反対はありませんでしたが、や

むを得ない、仕方がないことだというような中間的な意見の方も見受けられました。 

 

（市長） 

 基本的な考え方の中で児童のことを最優先に考えないといけないとあります。地域の 

方々は幽谷分校の良さを十分わかっている中で反応については気になるところですが、統

合については反対という言葉はなかったということになりますか。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

   １、２年生で複式学級１クラス、３、４年生で複式学級１クラスになります。これは教 

員一人で見ることになるので授業時間が半分になってしまうという考えもあります。きめ 

細やかな教育という点では少人数でのメリットはありますが、複式学級の弊害もあります。 

友人関係の構築であるとか、大人数での討論ができないとか、小中学校での学習指導要領 

では会話を進展させていこうという内容が入っていることから、そういった面でもそぐわ 

ないということになります。子供達にとって不利益になってはいけないということを一番 

に考えています。 

 

（教育長） 

保護者と一番話をさせていただきました。保護者が不安になっているのは、４年生から 

５年生になり本校に入る時にうまく馴染めるかということです。今までは平岡小学校も２ 

クラスでしたが、現在は１クラスになっています。１年生からずっと単学級で固定された 

友人関係の中に入るというのは難しい面があります。また、幽谷分校で１学年２、３人の 

中で一度関係がこじれてしまうと行き場がなくなってしまうという心配もあります。 

 

（市長） 

学区外から特認校で入っている児童は何名ですか。 

 

（学校教育課副参事） 

現在５名です。来年度は４名になる予定です。特認校で入学予定の１年生はいません。 

 

（教育長） 

この特認校で入っている保護者と話した時も統合はやむを得ないという意見でした。現 

在の児童の保護者の意見を一番大事にしてきました。保護者が反対であれば話を進めない

考えでした。状況をご理解いただいていますので、保護者からの反対はありません。 

 

（山口教育長職務代理者） 

私が意見として申し上げてきたことは、少人数で教育的効果が得られるのだろうかとい 

う点です。小さいから良いという時代は終わって、大きい中で仲間と学ぶことによって人

格の形成ができるという教育的効果が得られると思います。このことは今までにも議論は

十分に行っています。 
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（教育部長） 

   では、議題（１）袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校統合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スケジュール等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） 

第三期袖ケ浦市教育ビジョンについては、現在市民意見交換会を開催しており、長浦中

学校区と昭和中学校区は終了し、翌日から蔵波中学校区及び根形中学校区、平川中学校区

で実施予定となっています。本日はお手元に市民意見交換会と同じ資料を配布させていた

だいています。 

意見交換会の目的ですが、国は総合的かつ計画的に教育施策を推進するための教育

振興基本計画を策定すること、地方公共団体は国の計画を参考にして、基本計画を策

定するよう努めることとしています。袖ケ浦市教育委員会では、三期目となる新たな

教育ビジョンを策定し、各施策を展開する必要があることから、広く市民等から意見

を聞くため開催するものです。日程は資料のとおりで、中学校区ごとに５会場で実施

としています。市民意見交換会の参加者ですが、自治会役員、小中学校幼稚園長、教

頭、ＰＴＡ役員、学校評議員、青少年相談員等、各団体の役員及び一般市民からも広

報で募集しています。 

内容としては、報告事項１として今まで行ってきたことを報告しています。本市で

は、第一期教育ビジョン（平成１３年度から平成２２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、この計画に基づき事業を推進してきまし

た。今回新たな教育ビジョン（第三期）を策定するため施策をまとめる必要がありま

す。国の教育振興基本計画は第三期が始まっており、第三期千葉県教育振興基本計画

は来年度から開始予定となっています。袖ケ浦市総合計画も来年度より開始します。

国や県の計画を参考とし、袖ケ浦市総合計画と整合を図り、幼稚園教育要領、小中学

校学習指導要領に即した形で第３期袖ケ浦市教育ビジョンとして令和３年度から１０

年間の計画を策定していくこととなっています。 

報告事項２として第二期袖ケ浦市教育ビジョンについて説明しています。第二期袖

ケ浦市教育ビジョンについては、地域、子ども、市民がそれぞれ連携して各施策、事

業を展開しているところです。まず第１の地域ですが、３つの施策の下に事業を展開

しており、当日は写真等を交えて内容について説明しました。第２の子どもについて

は５つの施策、第３の市民については５つの施策をもとに事業を展開しており、これ

らを説明しました。 

報告事項３として令和元年７月１日から１６日に実施した第三期袖ケ浦市教育ビジ

ョン策定に伴う市民等意識調査について結果を説明しました。アンケート調査につい

ては新たな教育振興基本計画（教育ビジョン）を策定する資料とするために実施し、

対象者は、市民、保護者、教職員、小学５年生、中学２年生となっています。回答者

の属性は、市民では男性４４％、女性５６％で、年齢別では７０歳以上と子どもを持

つ世代が最も多くなっています。保護者ではほとんど女性からの回答で、３０～４０

代が大半を占めています。調査結果の概要ですが、学校教育、家庭教育、地域教育、



  

7 

 

生涯学習、スポーツ・運動、教育全般の６つの施策からそれぞれ設問しています。ま

た、この他に自由記入による意見なども調査しました。なお、資料では主なものを記

載していますが、詳細は報告書として別冊でまとめてありますので時間のある時に目

を通していただきたいと思います。 

   続いて議題１の袖ケ浦市教育の今後の計画・施策展開の考え方についてですが、国

の第三期教育振興基本計画、幼稚園教育要領及び小中学校学習指導要領、第三期千葉

県教育振興基本計画を参考とし、新たな計画を策定していくことになっています。そ

れぞれの計画の概要を説明しまして皆様からの意見を頂戴しています。 

   最後に議題２の第三期教育ビジョン策定スケジュールについてですが、今年度は市

民意識調査及び市民意見交換会を開催しています。令和２年度になりますと、第二期

教育ビジョンの評価を行い、ビジョンの業務を一部委託しながら新しいビジョンの作

成にあたっていきます。その後、政策会議及び教育委員会定例会等に諮り計画（案）

を作成したのち、パブリックコメントを実施して広く市民から意見を頂戴する予定と

しています。令和３年２月に最終案をまとめ、教育委員会定例会及び総合教育会議に

諮り、教育大綱を作成します。教育大綱は教育ビジョンの概要をまとめたものですが、

合わせて策定に向けて協議いただきたいと考えています。令和３年４月には第三期教

育ビジョンの開始となります。 

 

（教育部長） 

   第三期教育ビジョン策定スケジュール等について説明がありましたが、何かご意見等が

ありましたら伺いたいと思います。 

 

（教育長） 

   形としてはまだ出来上がっていません。市民の方々がどういった考えを持っておられる

のか聞くための市民意見交換会を実施しています。 

 

（山口教育長職務代理者） 

２会場の市民意見交換会が終了していますが、活発な意見は出ていますか。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

   直近で行った昭和中学校区では、第二期の教育ビジョンの報告の中でそれをどう評価す

るのかという考えの方がいましたが、評価ではなくて率直な意見をいただきたいと考えて

います。長浦中学校区については、参加人数は少なかったですが全員の方から意見をいた

だきました。 

 

（教育部長） 

   ２回の意見交換会を行った中で、２回とも意見が出たのは家庭の教育力の向上や学校と

地域の連携が重要であるという内容でした。また、市長も政策の一つとしてお考えの外国

語教育に力を入れてほしいという意見もありました。いろいろな意見が出ましたので、そ

れをうまく反映できるように調整が必要であると考えています。 
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（山口教育長職務代理者） 

市民から教育ビジョンの意見を聴取するのは難しい状況ですか。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

   １０年後の袖ケ浦市のあるべき姿について率直な意見を出していただきたいと説明し

ています。最初の発言は出にくいので、学校の先生方にお願いしているところです。発言

してもらう誘導が難しいところはあります。 

 

（福島委員） 

１回目の長浦中学校区に出席しました。やはり初回と言うことで事務局も誘導が難しい

というのは感じました。また、保護者が何人かいて現状を知らないところがありました。

他市と比較して袖ケ浦市の良いところを事務局が説明する場面もありました。当日アンケ

ートを配布しているので、どんなことでもいいのでたくさん意見を出してもらうようにす

ると良いと思います。会場では言えない意見を記入してもらい、アンケートの回収率を上

げていろいろな意見を吸い上げるようにしてほしいです。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

   アンケートの回収率を上げるように努めたいと思います。また、説明の長さも調整して

改善していきたいと考えています。 

 

（教育長） 

   意見交換会の１時間半の中で、１時間くらいはいろいろな意見を出してもらう時間の確

保をしていきたいと考えています。また、市の教育について目指すべき姿を表す言葉に「あ

たたかさ」という意見が多くなっていましたので、そういった意見を大切にしながら作成

したいと思います。 

 

（市長） 

   来年度から学習指導要領が改訂になりますが、保護者や教員から意見は出ていますか。

変わることに不安もあると思います。 

 

（学校教育課長） 

新しい学習指導要領への移行については長い期間が取られていて、小学校は令和２年度、 

中学校は３年度からのスタートとなりますが、学校は数年かけて授業構成や研修を積んで

います。不安というよりはやらなければならないことが明確になってきている状況です。

私たちがこれらを新しい教育ビジョンにどう反映させていくか、きちんと入れ込まなけれ

ばならないと考えています。長浦中学校区でも、袖ケ浦市の教育の特徴をもっとアピール

していくべきだという意見がありました。今までの袖ケ浦市の教育の特徴をよりいっそう

アピールするといったことも含めて、英語、ＩＣＴ環境や読書教育、体験活動などもしっ

かり盛り込んでいきたいと考えています。 
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（山口教育長職務代理者） 

文化芸術についての意識や満足度が低いことに疑問がありますが、そういった意見は出 

ていますか。 

 

（教育部次長 兼教育総務課長） 

   現在行っている独自の施策をもっと充実させてほしいという意見はありました。 

 

（多田委員） 

アンケートで多くの意見を書いてもらうように努め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スケジュール等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 
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※ 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。 


