
1 

 

第２０回 丸山地区及び和田地区学校再編検討委員会合同会議 会議録 

 

日  時 平成２６年１０月１５日（水） 

                           午後７時から午後７時４０分まで 

場  所 丸山公民館 ２階 大会議室 

出席委員 丸山地区１７人  和田地区１９人 

欠席委員 丸山地区 ４人  和田地区 ２人 

傍 聴 人 １人 

 

１ 開会 

 皆様こんばんは。夜分、大変お疲れのところお集まりいただきましてありがとうございます。

ただ今から第２０回丸山地区・和田地区学校再編検討委員会合同会議を開会させていただきます。 

２ 委員長挨拶（和田地区委員長） 

 皆さん、こんばんは。このところ台風１８号、１９号と矢継ぎ早に通り過ぎまして、被害も出

ているようですが、皆様はいかがでしたでしょうか。本日は朝から冷たい雨が降りまして、足元

の不便なところ御出席いただきましてありがとうございます。前回に引き続きまして、「南小と丸

小の段階的な統合の検討について」ということが議題となっております。よろしく御検討のほど

お願いしたいと思います。 

３ 教育長挨拶 

 どうも、こんばんは。お集まりいただいてありがとうございます。本日は次第にあります議事

の項目について御協議をよろしくお願いしたいと思います。また８月から９月にかけまして、南

小と丸小それぞれのＰＴＡの皆さん方にはいろいろ御協議いただきありがとうございます。皆さ

んから御支援をいただいている嶺南中学校ですが、最近、ソフトテニス大会で優勝とか、あるい

は新聞にも出ていましたけど、駅伝大会で男子が優勝、女子が３位でした。余り公表をしないこ

とになっているんですけど、国でやっています学力状況調査についても、昨年度は和田中学校、

丸山中学校、余り芳しくなかったんですけど、今年度は学力の方も非常に良くなっているという

ことで、皆様方の御支援、あるいは学校の職員の頑張りの成果だと思っています。そういう中で、

議会で、嶺南中の職員が和田地区の生徒を差別していて大変なことになっていて大騒ぎだという

そんなような発言があり、私ども学校の方に確かめまして、職員の方は非常に怒りと悔しさです

か、そういったものを持ったわけですけど、その後も議会外でそのような発言がされているとい

うことですけど、決してそのようなことはありませんので、先ほど申し上げたような部活動、あ

るいは学業、そちらの方でも子供たちは頑張っておりますので、もしそのような発言があったと

してもこれは全く心配のないことだというように受け止めていただければと思います。ただ、学

校の方にお願いしているのは、統合に限らず学校生活にちょっと不適応を起こしかけたりする生

徒もいるだろうから、子供たちの表情を毎日よく見るように、あとは声をよく掛けるようにとい

うことではお願いしております。その中でも、学校の先生方には言えなかったりすることもある

かと思いますので、もし、そういうような不適応ですね、学校がちょっとというようなものが感

じられましたら、遠慮なく私どもの方へお知らせいただければと思います。また１０月、もう既
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に始まっているかと思いますが、地区の方々、嶺南中学校の職員、教育委員会の職員で青パトの

資格を取りまして、登下校に青パトの車を走らせるということでやっておりますので、またその

辺についても皆さん方の御支援をいただければ大変ありがたいと思っております。ちょっと挨拶

としては長くなりましたけど、今日の会議の方よろしくお願いします。 

４ 報告等 

 次第の４報告等として、前回の第１９回合同会議検討結果について報告させていただき、その

後に配付資料の確認をさせていただきます。第１９回の学校再編検討委員会合同会議を平成２６

年８月７日に行い、この時の出席委員は、丸山地区１８名と和田地区１８名となっています。議

題の第１号「南小と丸小の段階的な統合の検討について」検討をしていただきました。事務局か

ら「丸山地区の幼稚園及び小学校再編に係る基本的合意事項」として３つの項目について事務局

案の説明をさせていただきました。１つ目は、学校の再編時期に関する事項として、再編時期を

平成２７年４月１日とすること。２つ目は、学校の位置に関する事項として、幼稚園舎は南幼稚

園園舎を、小学校舎は南小学校校舎を使用すること。３つ目は、学校の名称に関する事項として、

幼稚園名は、南幼稚園、小学校名は、南小学校とすること。これらの基本的合意事項について、

検討・協議をしていただきました。協議の中では、統合する方向で協議を進めるのかどうかとい

うことが議論され、それぞれの委員から御意見を伺うこととなり、その結果、統合に同意すると

いう委員が多かったということで結論付けられております。統合時期については、持ち帰って検

討するというような御意見もありましたが、結果的には、両ＰＴＡと事務局の三者で事前協議を

行い、検討委員会に報告し、御協議いただくこととなっております。報告は以上となりますが、

委員の皆様には前回の会議録を事前に送付させていただきましたので、本日の会議にて御承認を

いただき、市のホームページに会議録を掲載したいと考えていますので、よろしくお願いいたし

ます。続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。 

（配布資料の確認） 

配付資料は以上となりますので、御確認ください。よろしくお願いいたします。以上です。 

それでは、報告が終わりました。前回会議の結果報告、会議録を作成いたしております。御承

認をいただいた後に、ホームページの方で公表していきたいと思っておりますが、何か御質問等

がございましたら御発言をお願いいたします。 

特によろしいでしょうか。 

（質疑等なし） 

それでは、こちらの会議録につきましては、御承認いただきまして市のホームページに掲載さ

せていただき、公表させていただきたいと思います。それでは、次第５議事に移ります。南房総

市地区学校再編検討委員会設置要綱第７条第１項の規定により委員長に議長をお願いいたします。

今回は和田地区委員長に合同会議の議長をお願いいたします。なお、本日の会議に傍聴の申し出

がございましたので報告いたします。 

委員長   設置要綱第７条第４項の規定により、会議は公開することになっておりますので、

傍聴を許可します。 

     （傍聴人入場） 

     本日の出席委員数ですが、丸山地区１７人、和田地区１９人です。両地区ともそれぞ
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れ過半数に達していますので、会議は成立いたします。 

     それでは、議事に入ります。議事１「南小と丸小の段階的な統合の検討について」を

議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

事務局   議題第１号「南小と丸小の段階的な統合の検討について」説明をさせていただきま

す。資料１の「丸山地区の幼稚園及び小学校再編に係る基本的合意事項」（案）を御覧

ください。前回の会議で小学校等を再編するに当たり条例等の改正を要するものとし

て基本的合意事項の説明をさせていただきました。基本的合意事項の１つ目、学校の

再編時期に関する事項ですが、前回の会議では、再編時期を平成２７年４月１日とす

ることで提案をさせていただきましたが、協議の結果、当事者である両小学校と事務

局の三者で事前協議を行い、その結果について再編検討委員会合同会議で協議するこ

ととなりました。そこで、三者協議を９月４日に行い、両小学校ともに再編時期を平

成２８年４月１日とすることで意見が合致したため、今回の提案につきましては、再

編時期を平成２８年４月１日としてあります。基本的合意事項の２つ目「学校の位置

に関する事項」と３つ目の「学校の名称に関する事項」につきましては、前回の提案

と同じ内容となっていますが、これらにつきましても三者協議では合意されておりま

すので、御報告いたします。 

委員長   ただ今、事務局から前回会議の経過と、基本的合意事項の１点目「再編する時期は

平成２８年４月１日とすること」、２点目、学校の位置に関する事項として、「幼稚園

舎は南幼稚園舎を使用し、小学校舎は南小学校舎を使用すること」、３点目として、学

校の名称に関する事項として、「幼稚園名は南幼稚園とし、小学校名は南小学校とする」

として、再度提案がありました。それでは、委員の方々の意見をお願いいたします。

御意見ございませんか。 

     （意見等なし） 

     では、特にないようですのでお伺いいたします。丸山地区の幼稚園及び小学校再編に

係る基本的合意事項の１点目、「学校の再編時期に関する事項」として、「再編時期は

平成２８年４月１日とすること」に御異議ございませんか。 

委員（複数）異議なしの声あり 

委員長   御異議ないものと認めます。よって再編時期は平成２８年４月１日ということで決

定いたします。次に基本的合意事項の２点目、「学校の位置に関する事項」として、「幼

稚園舎は南幼稚園舎を使用し、小学校舎は南小学校舎を使用すること」について御異

議ございませんか。  

委員（複数）異議なしの声あり 

委員    ２つの小学校を比べてみるのも分かりますけど、今まで何回も、２０回も学校再編

をやってきたわけで、その中でやっぱり根本に流れているものを、基本線として残さ

ないといけないと思うんです。この会議としては。やはり、「安全・安心な場所」とい

うことで今まで何回もすったもんだしてきたわけですので、この「安全・安心な場所」

ということで、やっぱり考えていきたいと思います。１５ｍでは駄目ということで決

まりましたよね。４校が１校になるという時。今回、南小は１５ｍもいってないわけ
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ですよね。１２ｍですよね。この場合、安全・安心は図られるのかということなんで

すよね。そこのところが一番問題だと思うんです。やはりそこのところを考えていか

なければ、話し合ってきたことが、何かここのところに来て、急にかたちが変わると

いうのもおかしいことであると思います。だから私は、場所については、丸小の方を

希望します。 

教育長   基本的なところでちょっと勘違いされているところがあるかと思いますので。「１５

ｍ」ということは、新たな学校は建てないということで、ですから、例えば富浦小学

校とか現在でも１５ｍ以下の所がありますけど、それについても使用はしていくとい

うことが基本的な考えでありますので、これは御理解をいただきたいと思います。そ

れとあとは、南小が確かに１５ｍより低いわけですけど、それも承知の上で暫定的に

丸小学校、南小学校の保護者の皆さんが話し合って、それでもよろしいという結論で、

今日の提案になっていますので、この点についてもまたほかの方から御意見があれば

私ども頂戴したいと思います。 

委員長   ただ今の説明によりますけども、何かほかに御意見ございますか。 

      委員、今の教育長の説明でいかがでしょうか。 

委員    分かりました。 

委員長   よろしいでしょうか。 

委員    納得はしませんけども。はい。 

委員長   これに対して何か御意見ございますか。 

委員    丸幼小です。今の御意見に関してなんですけども、今、教育長の方からもお話があ

ったとおり、保護者からも今のような質問がありました。その質問に対して今、教育

長がおっしゃったとおりに、教育委員会の見解としては、今後新しい小学校を造る場

合には１５ｍ以下の所には造らない、だけども、今、既存の学校を使うということな

ので、そこの辺はクリアしているということで保護者の方にお話ししてあります。そ

れを踏まえた上での、納得した上での結論だと考えていただきたいと思います。 

委員長   ほかに御意見ございませんか。なければ、学校の位置に関する事項につきましては、

この合意事項でよろしいでしょうか。いかがでしょうか。 

     （異議等なし） 

     異議なしと認め、よって学校の位置は、「南幼稚園園舎、南小学校校舎を使用すること」

に決定いたします。 

     次に３点目「学校の名称に関する事項」として「幼稚園名は南幼稚園とし、小学校名

は南小学校とすること」に御異議ございませんか。 

委員（複数）異議なしの声あり 

委員長   異議ないものと認めます。よって学校等の名称は、「南幼稚園、南小学校」に決定い

たします。以上、学校等の再編に係る基本的合意事項について、合同会議の意見が集

約されました。ありがとうございました。次に議事２「次回会議の日程について」を

議題といたします。事務局案がありましたらお願いします。 

事務局   基本的合意事項の御意見をまとめていただきまして誠にありがとうございました。
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次回会議の日程の議題の前に、通例ですと学校再編等に関する基本的合意事項の御意

見が集約されますと、再編検討委員会主催による地区説明会を開催しておりました。

事務局といたしましては、本日、御決定いただきました基本的合意事項について、丸

山地区を対象に、１１月下旬に地区説明会を開催していただきたいと思います。地区

説明の開催について御協議をお願いしたいと思います。なお、希望といたしましては、

会場等の都合によりまして１１月２５日（火）にこの場所で開催をお願いできたらと

考えております。説明会の開催の有無について御協議をいただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

委員長   ただ今、事務局から再編検討委員会主催により、１１月２５日に丸山地区を対象に

地区説明会を開催する提案がございました。このことについて、御意見、質疑がある

方は発言をお願いいたします。御意見、何かございませんか。 

     （意見等なし） 

     では、特にないようですので、お諮りいたします。地区説明会を１１月２５日に開催

することに御異議ごさいませんか。 

委員（複数）異議なしの声あり 

委員長   では、御異議ないものと認め、よって地区説明会については１１月２５日に開催す

ることに決定します。ほかに事務局からございますか。 

事務局   それでは説明会の方を１１月２５日（火）ですが、この場所で開催するということ

を御決定していただきましたので、次は開催方法についてお諮りいただきたいと思い

ます。と申しますのは、今回の議題と申しますか、学校が丸山地区に限定している南

小と丸小ということでございますので、丸山地区を対象に説明会を開催したいと思っ

ておりますが、この協議につきましては合同の会議で行ってきていただいておりまし

た。そういった中で、説明会に御出席いただきます委員さんですね。説明会には委員

さんに御出席をいただいております。検討委員会が主催ということになります。した

がいまして、丸山地区の説明会については、合同会議で主催して全員に御出席いただ

くのか、あるいは、丸山地区の検討委員会の主催として丸山地区の委員さんに御出席

いただくか、そこを御協議いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

委員長   ただ今、事務局から地区説明会の開催方法について協議がございまして、合同会議

の主催とするか、丸山地区の主催とするか、という協議の依頼がありました。御意見、

質疑の方よろしくお願いします。丸小学校と南小学校に関することであるので、丸山

地区検討委員会の主催とするか、本会議の決定は、両委員会が合同で決めたことだか

ら両方の主催とするかということなんですが、どういたしましょうか。 

委員    私は、もうこれだけ決まっていれば、丸山地区でやってそれだけでいいと思います。 

委員長   今、皆で決定したことであるので、丸山地区だけのことだから、丸山の委員会の主

催でやっていいのではないかという御意見が出ておりますけども、そのほかに何かご

ざいますか。 

     （意見等なし） 

     では、特にないようですので、お諮りいたします。地区説明会は丸山地区再編委員会
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の主催とし、丸山地区の委員に御出席いただくことで御異議ございませんか。 

委員（多数）異議なしの声あり 

委員長   では、御異議ないものと認め、よって地区説明会は丸山地区の主催とし、出席委員

は丸山地区の委員の出席をお願いいたします。ほかに事務局からありますか。 

事務局   御検討いただきましてありがとうございました。それでは、１１月２５日の地区説

明会につきましては、丸山地区再編検討委員会の主催というかたちで、御席につきま

しては、丸山地区の委員のみ御用意させていただきます。また和田地区の委員におか

れましては、御都合と申しますか、よろしかったら御出席いただければありがたいな

と思っております。この地区説明会では、検討委員会の中で意見具申というかたちで

方針を決めていただきましたので、その説明をさせていただきまして、そこでの御意

見等を反映しながら検討委員会の中の意見具申というかたちを作っていっていただき

たいと考えております。次回の会議は、その会議を経たのちに、その会議の結果等を

反映といいますか、踏まえた検討をしていただくような会議等を一度開いていただく、

あるいは、その説明会等の場でというようなこともあるかと思いますが、そこはちょ

っと検討させていただきたいと思いますが、次回の合同の会議というかたちでは、１

月の下旬から２月の上旬くらいの時期に開催をさせていただければと思っております。

それで、次回の会議の時には、この意見具申の案を御提示させていただきまして、御

検討ですとか、あるいは、４校、丸山・和田地区の統合小学校等の関係の建設に向け

た進捗状況と申しますか、この辺につきましては、今度、１２月の議会に用地の測量

ですとか、基本的な設計と申しますか、このようなものをお願いする準備をしている

ところでございます。日程につきましては、１月下旬から２月上旬、ちょっと日程等

が定まりませんので、詳細につきましては後日御連絡を申し上げるというかたちで御

了解をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

教育長   今、課長の方から予算等の話がありましたが、特に和田地区の方への説明を丁寧に

ということで、８月２１日の区長会に、市長と私がお邪魔して、皆さん方からいただ

いた意見具申の内容について説明をいたしました。また９月１１日に、市政懇談会が

和田のコミセンであったわけですけど、その折にも皆さん方からいただいた意見具申

の内容で説明を申し上げました。若干の異論はあったわけですけど、１０月１日に和

田の区長会の役員の皆さんにお集まりいただいて、区長会としてこの後どうするかと

いうことでお話しいただきました。区長会としては概ね了解したということで、区長

会としては、この後の説明はしてもらっては困るというような言い方もされましたの

で、これ以上、混乱を起こす必要はないということで、もう説明の必要はないという

ようなお考えもいただいております。最終的に、議会とか、市政懇談会、あるいは区

長会の時にも、市長の方が申し上げているのは、この再編検討委員会でいただいた意

見具申を重く受け止めていると。この方向でやっていきたい。あるいは、撤回しない

かという御意見もいただきましたけど、撤回する考えはないということは、市長の方

が明言しておりますので、私どもとしましては、最終的な決定を市長と相談して、今、

課長の方からありました１２月議会に予算をあげるかどうか、そういったものを最終
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決定して、次の再編検討委員会でその報告ができるようにしていきたいと思っており

ます。大変大雑把な進捗状況の説明で申し訳ありませんけども、以上のようになって

おります。 

委員長   ありがとうございました。では、次回会議につきましては、１月下旬から２月上旬

頃に合同会議を開催する。日程等の詳細については後日連絡をするということで、御

異議ございませんか。 

委員（複数）異議なしの声あり 

     異議ないものと認め、よって「（２）次回の会議日程について」は承認されました。 

以上で本日の議事は終了しましたので、傍聴人は退席をお願いします。 

（傍聴人退席） 

それでは、「（６）その他」以降につきましては、事務局に進行をお願いいたします。 

事務局   その他として２点ほど、１点目として、１１月２５日に開催をする地区説明会につ

きましては、事務局の方でチラシを作成させていただきまして、丸山地区に回覧等と

いうかたちで周知させていただきたいと思っておりますのと、委員の皆様には郵送と

いうかたちで、これは和田地区の委員も同じですけれども、郵送させていただきたい

と思っております。２点目ですが、本日の会議の会議録につきまして、次回会議が１

月下旬から２月ということで、３か月ほど間が空いてしまいます。会議は合同という

かたちになってございますので、今回の議事録ですね、通常ですと１か月から２か月

の間くらいに会議を開かせていただいた中で承認をいただきホームページの方で公開

をさせていただいておりました。ですが、今回ちょっと間が空きますので、会議録を

作成次第、地区の委員長、副委員長に御了承いただけた段階でホームページの方に公

開させていただければというお願いでございます。そういうかたちを採らせていただ

いてよろしいでしょうか。 

     （異議等なし） 

     では、そういうかたちを採らせていただきたいと思います。私ども事務局からは以上

でございます。皆様の方から何かございましたらお願いいたします。 

     （質疑等なし） 

     それでは、丁重な審議ありがとうございました。また、基本的合意事項ということで

御決定いただきまして大変ありがとうございました。本日の会議等の結果につきまし

て、また地区ですとか、各団体等で会合等があるようでございましたら、そういった

話をしていただけたら大変ありがたいと思っております。それでは、本日はお寒い中

お集まりいただきありがとうございました。 

以上で第２０回の合同会議を終了させていただきます。ありがとうございました。    

    （閉会） 

 

 

 


