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第２８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２９年９月２９日（金） 

                           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１１名  和田地区１６名 

欠席委員 丸山地区 ５名  和田地区 ５名 

傍 聴 人 なし 

 

１ 開会 

  皆さんこんばんは。大変お忙しい中、御出席をいただき、誠にありがとうございます。 

  会議の進行を務めさせていただきます教育総務課学校再編整備室の岩浪と申します。よろし 

くお願いいたします。 

  始めに、本日、丸山地区の川名委員、岡野委員、和田地区の井口委員、庄司委員、本間フィリ

ップ・ジョン・キャッシュマン委員から所用により欠席との御連絡をいただいておりますので、

御報告いたします。また、丸山地区の春原委員、和田地区の小池委員、丸山・和田地区の座間

委員につきましては、お見えになっておりませんが、時間となりましたので会議を開催させて

いただきます。なお、丸山地区の芳賀委員につきましては、所用により一時席を外しています。 

それでは、ただいまから、丸山地区及び和田地区学校再編検討委員会第２８回合同会議を開

会いたします。次第に沿って進めさせていただきます。 

 

２ 次第の２、検討委員長のあいさつですが、合同会議の場合には、両地区を代表して交互にあ 

いさつをいただいております。今回は、和田地区の鈴木委員長にお願いいたします。 

 

３ 委員長あいさつ ＜和田地区鈴木委員長＞ 

  皆さん、こんばんは。お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。顧み 

ますと、和田地区の学校再編検討委員会が、平成２３年１１月から開催されており、満６年に

なろうとしています。いろいろと、紆余曲折がございましたが、今、嶺南中の脇を通りますと、

学校敷地の造成が進んでいる状況を目にいたしますと、感慨無量という気持ちになります。 

本日は、各専門部会部会員の選任、丸山・和田地区統合小学校等の名称についてが、議題と

なっております。よろしく御討議のほどお願いいたします。 

進行 ありがとうございました。 

 

４ 次第の３、教育長あいさつ。三幣教育長からあいさつを申し上げます。 

  どうも、こんばんは。お集まりいただきありがとうございます。今、委員長さんの方から、 

今日で第２８回ということで、説明会等を含めますと４０回を超えるのではないかと、非常に

多くの会を、最初からの委員の方には、御苦労いただいているわけですけど、今、委員長さん

の方から、造成工事の話がありましたけど、昨日、２９年の第３回、いわゆる９月議会が終了
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いたしました。そこで、丸山・和田地区の小学校と子ども園ですけど、建設工事の契約が議会

で承認されました。四つに分けて、建築、電気、機械、野球場等の整備ということで、それぞれ

１億５千万円以上の契約になりますので、議会の方の承認が必要だということで、昨日承認を

いただきました。建築工事については、若干の議員さんに反対ということがあったのですが、

後で、議会だよりで、どなたが反対したかがわかると思いますけど、私もちょっと理解しがた

かったのは、建築工事は、若干名、２～３名ほど反対されたのですけど、同じ建物の電気設備

と機械設備と野球場整備の方は、反対がいなかったという、どういうことなのかな。建物だけ

が建てちゃいけない。そういうことなのかな。いずれにしましても、トータルでかなりの金額

になる工事の承認をいただきました。今、造成工事が１０月の中頃に終える予定です。その後、

今お話ししましたように工事が始まりまして、平成３１年の４月の開園・開校に向けて、我々

は努力していきたいと思います。建物等ができました後に、こういうことが皆様方に提供でき

ることをちょっとお話したいと思います。子ども園につきましては、夏季休業中の預かり保育、

幼稚園の子どもを預かった場合ですけど、希望があれば給食も提供いたします。そういうこと

を、やっておりますので、新しくできたところでも、同じようにやるつもりでおります。昨日

の朝、大雨というか洪水警報がでたわけなのですけど、基本的には、子ども園の休園は一切考

えておりませんので、明日の朝、大きな台風が来そうなときは、職員は前夜から泊まり込む体

制となっております。ですから、どんなに雨風が強くても、子ども園の休園は考えておりませ

ん。送っていただければ、子ども園でお子さんは預かる。昨日大雨だったのですけど、休園・

休校にしたのは、三芳小学校だけでして、あとは全部開いておりまして、まあ、これは校長先

生と相談しなくてはいけないのですけど、小学校についても、送っていただいた子どもについ

ては、そういう大雨・大風・台風、そういったときは、預かっていこうかな。ようするに、皆さ

ん方にいろいろ御審議いただいて、安心・安全なところに校舎等を建てたわけですので、家庭

にいるよりも、学校・子ども園で預かった方が、より安全なのかな。安心できるのかな。それ

ともう一つは、働くお父さん・お母さんが大変増えております。おじいさん・おばあさんが、

なかなかいないということで、家にいても子どもだけで困るという家庭が多分多くなっていく

のではないかな。そういうのを見越して、子ども園の方は、現在でも休園にしない。小学校の

方についても、これから、どんな対応をしていくか考えていきたいと思います。あと先週の日

曜日に、市内の市Ｐ連のＰＴＡバレーがあったわけですけど、丸山体育館と嶺南中学校体育館

と三芳中学校体育館を使って、体育館三会場で行ったわけですけど、新しい体育館が出来まし

たら、新しい体育館・丸山体育館・嶺南中学校体育館、その三会場を使いまして、かなりの大

会は、その同じところで、車で移動しなくても済むように対応できると思っております。あと、

今日の朝から、下の方の多目的グランドの方で、グランドゴルフの大会があったわけですけど、

２００人近くの方が参加していました。新しい野球場・新しい運動場で、そういう大会を複数

の会場を使用して大会ができるのかな。野球場で無理だということはなく、野球場の芝生の部

分を使えば、グランドゴルフは、十分できるのではないかなと、そんなふうに考えております

けど、いずれにしましても、子どもたちの教育だけでなくて、広く学校教育、こういった部分

で貢献できるような、そういったようなものを、考えてまいりたいと思っております。今日で

２８回ですけど、平成３１年４月開校ですので、この会議についても先が見えてきたかなと思
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います。後４～５回とか、そのくらい会議に御足労いただければ、開園・開校に入っていける

かなと思っています。ただ、今後、今日お願いすることになりますけど、専門部会の皆さん方

には、また夜等集まっていただいて、いろいろ協議を重ねていくことになろうと思いますが、

改めまして、そのことについてお願い申し上げまして、長くなりましたけど挨拶にかえさせて

いただきます。今日は、よろしくお願いします。 

   

５ 次第の４、報告等に移ります。（１）統合小学校及び幼保一体化施設建設事業について事務局

から報告いたします。 

事務局 報告等の前に資料の確認をさせていただきます。 

  配付した資料は、本日の会議次第が１枚、次に資料１として、「平成２９年度丸山・和田地区

学校再編検討委員会専門部会員別名簿」が両面印刷となっているものが１枚、次に資料２とし

て、「丸山・和田地区統合小学校等の名称について」が１枚、次に資料３として、「丸山・和田地

区学校等再編に係る業務スケジュール」が１枚となっております。また、前回の会議録は、事

前に送付させていただいております。なお、会議録について訂正をお願いします。１枚目の２

番中段、丸山地区南幼小ＰＴＡ代表の佐生佳子様の様が抜けていました。大変失礼いたしまし

た。配付資料は以上となりますので、御確認ください。よろしいでしょうか。 

  それでは、次第の４報告等の（１）「統合小学校及び幼保一体化施設建設事業について」説明

します。 

  平成３１年４月の開園・開校に向け、統合小学校等建設事業を進めています。現在、造成工

事を行っており、１０月中旬には完成する見込みとなっています。 

 今後の主なスケジュールは、１０月中旬から建築工事、電気設備工事、機械設備工事、野球

場等整備工事に着手し、野球場等整備工事は、平成３０年７月２７日まで、建築工事・電気設

備工事・機械設備工事は、平成３１年２月２８日までに完成するよう、工事を進めていきます。 

各工事の受注業者ですが、建築工事は、成田市の株式会社大松建設と館山市の白幡興業株式

会社の２社で構成する「大松・白幡特定建設工事共同企業体」、電気設備工事は、南房総市富浦

町の幸洋電設株式会社、機械設備工事は、南房総市千倉町の安房住宅設備機器有限会社、野球

場等整備工事は、南房総市沓見の株式会社加瀬建設となっています。 

  なお、工事計画につきましては、前回合同会議にて説明したとおりとなっております。また、

工事を進める中で今後若干の変更がでる場合もありますが、大きな変更等があった場合には、

合同会議で説明したいと考えています。以上で説明を終わります。 

 

進行 報告が終わりました。御質問等があれば、御発言をお願いいたします。 

  なお、議事録を作成する都合がございますので、挙手の上、お名前を述べてから御発言いた 

だきますよう御協力をお願いいたします。 

＜意見なし＞ 

 

６ 特にないようですので、次に、（２）第２７回合同会議検討結果について事務局から報告いた

します。 
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事務局 それでは、次第の４報告等の（２）「第２７回合同会議検討結果について」報告します。 

  第２７回学校再編検討委員会合同会議を平成２９年５月３０日に行い、この時の出席委員は、

丸山地区１５名と和田地区２０名となっています。 

  会議の内容は、事務局からの説明や報告事項が主なものとなっています。 

  資料１により、地区学校再編検討委員会の組織や役割、資料２により、これまで検討した経

過、資料３により、丸山地区と和田地区の統合小学校等の建設に係る配置図や事業の進捗状況、

資料４により、児童・生徒数の推移見込みについて説明をさせていただいております。 

  また、議事の第１号「丸山地区及び和田地区の統合に係る専門部会構成案について」検討し

ていただきました。 

  専門部会については、通学支援部会が１８名以内、校歌・校章部会が９名、ＰＴＡ部会が９

名、学用品部会及び行事・カリキュラム部会は、両地区の幼稚園、小学校の職員から適宜人選

することについて、御承認をいただいております。 

  前回の会議報告は、以上となりますが、両地区の委員長と副委員長に会議録を御確認いただ

き、委員の皆様に送付させていただくとともに、市のホームページに掲載しております。以上

で報告を終わります。 

 

進行 報告が終わりましたが、委員の皆様から御意見等ございますでしょうか。 

   ＜意見なし＞ 

  

７ 特にないようですので、次第の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 

いします。合同会議の場合には、丸山地区と和田地区の委員長に交互に議長をお願いしており

ますので、今回は、和田地区の鈴木委員長に議長をお願いいたします。 

議長 それでは、議長を務めさせていただきます。 

本日の出席委員数は、丸山地区１１名、和田地区１６名です。両地区とも、それぞれ過半数 

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。議事の（１）「各専門部会部会員の選任について」を議題といた

します。事務局からの説明をお願いします。 

事務局 それでは、議事の（１）「各専門部会部会員の選任について」説明します。 

資料１を御覧ください。 

各専門部会については、各ＰＴＡや各学校等に選出をお願いし、資料１のとおり推薦をいた

だきました。 

通学支援部会ですが、南幼小ＰＴＡから４名、南三原幼小ＰＴＡから３名、和田幼小ＰＴＡ

から４名、嶺南中ＰＴＡから２名、南小学校、南三原小学校、和田小学校からそれぞれ１名ず

つ、教育総務課から１名、合計で１７名となります。この専門部会では、スクールバスを含め、

通園・通学に係る支援について、具体的な検討を進めていただきます。 

次に、校歌・校章部会ですが、南幼小ＰＴＡ、南三原幼小ＰＴＡ、和田幼小ＰＴＡからそれ

ぞれ２名ずつ、南小学校、南三原小学校、和田小学校からそれぞれ１名ずつの合計で９名とな
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ります。この専門部会では、園歌や校歌、また園章や校章について、その作成方法など具体的

な検討を進めていただきます。 

次に、裏面を御覧ください。 

ＰＴＡ部会ですが、南幼小ＰＴＡ、南三原幼小ＰＴＡ、和田幼小ＰＴＡからそれぞれ２名ず

つ、南小学校、南三原小学校、和田小学校からそれぞれ１名ずつの合計で９名となります。こ

の専門部会では、ＰＴＡ組織や会費などの規約、ＰＴＡ行事などについて、具体的な検討を進

めていただきます。 

最後に専門部会総括として、教育総務課（学校再編整備室）の職員５名となっています。 

この他にも学用品部会、行事・カリキュラム部会がありますが、各学校間で適宜人選してい

ただくことになっておりますので、名簿は作成しておりません。学校間で連携し、検討を進め

ていただきたいと思います。 

なお、各専門部会で検討・協議していただいた内容については、必要に応じて検討委員会の

合同会議にて協議又は報告していただくことになります。以上で説明を終わります。 

議長 ただいま事務局から、説明がありました。委員の方々から御発言願います。 

委員 ＜御発言なし＞ 

議長 特に無いようですので、お諮りします。 

  議事の（１）「各専門部会部会員の選任について」、事務局の説明のとおり承認することに御 

異議ございませんか。 

委員 ＜異議なし＞ 

議長 御異議ないものと認めます。よって、議事の（１）各専門部会部会員の選任については、 

原案のとおり承認されました。 

 

議長 次に、議事の（２）「丸山・和田地区統合小学校等の名称について」を議題といたします。 

事務局から説明をお願いします。 

事務局 それでは、議事の（２）「丸山・和田地区統合小学校等の名称について」説明します。資

料２を御覧ください。 

これは、平成２６年３月２８日付けの「丸山地区及び和田地区の幼稚園・小学校再編に係る

意見具申」の抜粋になります。３番の「園名及び校名は、嶺南中学校を参考に、両地区の学校

再編検討委員会で決定する。」とされていますので、事務局案として、統合小学校等の名称につ

いて、幼保一体施設名は「嶺南子ども園」、小学校名は「嶺南小学校」とする提案をいたします。 

なお、幼保一体施設については、保育所と幼稚園が同一施設に入りますので、それぞれ「嶺

南保育所」「嶺南幼稚園」とし、幼保一体施設名が「嶺南子ども園」ということになります。 

提案理由ですが、平成２６年度から嶺南中学校が開校し、平成３１年度から嶺南中学校に併

設して小学校等が開設する見込みとなっています。幼保・小中の連携や一体感などを考慮する

と、「嶺南」という名称が最もふさわしいと考えています。 

  参考までに、中学校が「嶺南中」に決まった経緯ですが、平成２４年度に公募により校名を

募集したところ、２０７名から１２３点の応募があり、検討委員会の合同会議にて「嶺南中学

校」に決定しました。 
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  「嶺南」に決定した理由は、①嶺岡山系の南に位置する両中学校の統合であること ②以前、

丸山地区と和田地区は併せて嶺南地区と呼ばれており、地域の人々に親しまれていること ③

嶺岡山系にある千葉県最高峰の愛宕山のように高い目標を持って、南に広がる太平洋のように

広く、心豊かに育ってほしいという願いを込めてということを挙げています。以上で説明を終

わります。 

議長 ただいま、事務局から説明がありました。委員の方々から御発言願います。 

委員 ＜御発言なし＞ 

議長 特に無いようですので、お諮りします。 

  議事の（２）「丸山・和田地区統合小学校等の名称について」、幼保一体施設の名称は、嶺南 

子ども園。小学校の名称は、嶺南小学校とすることで御異議ございませんか。 

委員 ＜異議なし＞ 

議長 御異議ないものと認めます。よって、幼保一体施設の名称は、嶺南子ども園。小学校の名 

称は、嶺南小学校に決定いたしました。 

 

議長 次に、議事の（３）「次回合同会議の日程について」を議題といたします。事務局からの説 

明をお願いします。 

事務局 次回合同会議の日程ですが、次回会議での議事としては、特に決まっておりません。 

  統合小学校・幼保一体化施設建設事業の進捗状況や各専門部会の報告が主な内容となります。 

それらの進捗状況にもよりますが、特に検討や協議をいただく案件が無い場合は、来年の３月

中旬頃に会議を開催したいと考えています。 

  日時等の詳細につきましては、会議開催通知の発送をもって代えさせて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。以上です。 

議長 ただいま、事務局から次回の会議について、説明がありました。次回の合同会議は、来年 

の３月中旬頃に開催することで、御異議ございませんか。 

委員 ＜異議なし＞ 

議長 御異議ないものと認めます。よって、次回合同会議の日程については、来年の３月中旬頃 

に開催することに決定いたします。 

議長 以上で、本日の議事が終了しましたので、その他以降については、事務局に進行をお願い

します。 

進行 ありがとうございました。 

 

８ 次第の６、その他ですが、事務局から２点ほどお知らせいたします。 

事務局 まず、１点目の「各専門部会の今後のスケジュールについて」説明します。資料３の２

段目「専門部会」の欄を御覧ください。 

平成２９年６月から統合までの専門部会に係るスケジュールとなります。 

今年度の予定ですが、本日の第２８回合同会議を経まして、１０月１６日（月）に専門部会

の全体会議を予定しています。全体会議では、専門部会で検討していただく事項や今後の予定

等について説明します。 
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まず、通学支援部会ですが、スクールバスの運行経路・乗降場所などを検討し、平成３０年

２月末までに検討事項に対する方針を決定していただきたいと考えています。 

次に、校歌・校章部会ですが、園歌・校歌の作詞・作曲者の検討、園章・校章の作成方針を検

討し、平成３０年２月末までに検討事項に対する方針を決定していただきたいと考えています。 

平成３０年度は、作詞・作曲の作成依頼をします。 

園章・校章については、公募の場合、夏休み期間中に公募したいと考えています。公募作品

の中から６点に絞り、専門業者にて補正を行い、平成３０年１０月までに最優秀作品１点を決

定したいと考えています。 

次に、ＰＴＡ部会ですが、ＰＴＡ組織・規約などを検討し、平成３０年２月末までに検討事

項に対する方針を決定していだきたいと考えています。 

次に、学校では、学用品や行事・カリキュラム・交流事業などを検討し、平成３０年２月末

までに検討事項に対する方針を決定していただきたいと考えています。 

学用品については、平成３０年１２月に引越経費を補正予算で計上するため、９月末までに

引越備品を決定していただきます。 

行事・カリキュラム・交流事業などについては、平成３０年１２月までに検討事項に対する

方針を決定していただきたいと考えています。 

最後に、２点目の本日の会議録についてですが、次回の会議までに期間があきますので、両

地区の委員長と副委員長に会議録を御確認いただき、市のホームページに掲載したいと考えて

いますので、御了承いただきたいと思います。以上で説明を終わります。 

進行 事務局からは、以上となりますが、委員の皆様から何かございますでしょうか。 

委員 ＰＴＡ部会の関係でお伺いしたいのですが、組織・規約等の決定というのは、例えば、現

在ある各ＰＴＡの総会を得て、承認されるまでということになるのでしょうか。 

事務局 このＰＴＡ部会の方で原案を作りまして、解散会の時に報告するのも一つですし、最終

的には、新しいＰＴＡ組織の総会で承認されて会則として成り立つものとなります。 

委員 ＰＴＡ部会は、組織・規約等の原案の作成まででよろしいのですか。 

事務局 原案の作成までで、よろしいです。 

委員 私は、通学支援部会に入っていますが、和田の方は分かりますが、丸山の方は承知してい

ないこともあります。それぞれの経路等を検討するときに、担当の方は市の教育委員会から必

ず一人来られて進めることで理解してよろしいのでしょうか。 

事務局 教育総務課の方から通学バス担当者が、必ず一人参加します。 

委員 この資料３ですけど、あんまり我々とは関係ないのですけど、工事（工期）の予定とかが

表に入っていると、モチベーションを上げるのにいいのかなと思うのですが、業務的なソフト

の部分に関しては、我々が手出しできるところなのですが、工事に関しては、手出しできない

ですが、どういう進み具合なのかとか、どのようなことをやっているか聞かれることがありま

す。一般の方々に、今これぐらい進んでいますとか言えるといいと思うので、表の下に工事の

予定をつけていただくとありがたいと思います。いかがのものでしょうか。 

事務局 今年の１０月中旬ぐらいから、本体の工事に着手します。先ほど、教育長から言われま 

した、建築、電気、機械、野球場の工事は、並行して進んでいくのですが、次回の会議が来年の
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３月中頃に予定していますので、その時の進捗状況でよろしいでしょうか。それまでは、特に

工事内容も仮設が主であり、本工事自体があまり進んでいない状況であります。 

委員 工事の進捗をチェックするわけではないので、どう進んでいるかを知りたいだけなので、

簡単な工程の進捗状況で構いません。 

事務局 来年の３月の合同会議の場で、進捗状況の報告をさせていただくことでよろしいでしょ

うか。 

委員 よろしいです。資料をつけるようお願いします。 

進行 特にないようでしたら、この検討委員会での検討・協議内容につきまして、各団体の会議

等で報告していただければと思います。 

以上で、丸山地区及び和田地区学校再編検討委員会第２８回合同会議を閉会いたします。 

御協力ありがとうございました。 

＜閉会＞ 

 


