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第２９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３０年３月１２日（月） 

                           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１３名  和田地区１９名 

欠席委員 丸山地区 ３名  和田地区 ２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、丸山地区の川名真久委員、和田地区の鳥海守委員、井口裕美委員から所用に

より欠席、丸山地区の笹子貴主委員から遅れる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、丸山地区の笹子秀文委員、春原健二委員は、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。 

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２９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、丸山地区の星谷委員長にお願いいたします。 

 

３ 委員長あいさつ ＜丸山地区 星谷委員長＞ 

  こんばんは。星谷と申します。一言御挨拶を申し上げます。今日は、第２９回合同会議とい 

うことで、お忙しい中、御出席いただきまして、ありがとうございます。御苦労様でございま 

す。 

始めに、報告をさせていただきます。１０月３日に、前回会議におきまして、保育所、幼稚 

園、小学校の名称について決定させていただきました。保育所名は、嶺南保育所、幼稚園名

は、嶺南幼稚園、なお、幼保一体施設名は、嶺南子ども園、小学校名は、嶺南小学校というこ

とで、決めていただきましたが、そのことについて、三幣教育長の方へ検討委員会の意見具申

ということで、提出させていただきました。 

工事の方の進捗状況については、またこの後、説明があるようでございますけど、着々と進

んでいるようで、期待が膨らむ思いでいます。あと、開校・開園までですね、一年となりまし

たので、いよいよ迫ってきたなと実感を感じてます。 

専門部会におきましては、すでに、何回か会議をもちまして、お忙しい中、今日も報告があ

るということで、御苦労様でございます。更に、これから一年いろんな面で、皆様に忙しい思
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いをさせてしまいますが、よろしくお願いいたします。簡単ですけど、あいさつに代えさせて

いただきます。 

 

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。 

  改めまして、こんばんは。お集まりいただきまして、ありがとうございます。今、委員長の 

方から、校名・園名等についてお話がありましたけど、私どもは、正式に議会の方に条例改正 

をいたしまして、議会で認めていただいてから、正式に使うことになります。その際は、現在 

の小学校３校の名前がなくなるという、それも条例改正を議会の方へかけます。条例改正は、 

６月議会にかけますが、施行は平成３１年４月１日ということになりますから、その間は、仮 

称ではなくて、６月議会で認めていただきましたら、新しい校名は、「嶺南」ということで指 

導して参りたいと思います。 

 進捗状況については、委員長からもありましたけど、後で私どもの方から、詳しく御説明い 

たします。予定どおりに進んでいます。来年４月１日の開園・開校ということで、予定どおり 

いくものと思っております。 

この会議が始まりましたのは、平成２３年で、ちょうど今７年目の３か月ぐらいに入ったと 

ころなんですけど、８年目の４か月ぐらいで開園・開校できるということで、非常に長い間、

皆様方には、御足労・御苦労をお掛けしたわけですけど、開園・開校できるように私ども頑張

っていきたいと思っております。 

皆様方、新たに委員になられた方は、今回で３回目ということで、非常に数が少なくて申し

訳ないんですが、会議の中身としては、全体会議ではなくて、専門部会の方を中心に進めてい

る段階ですので、御了承をいただきたいと思います。後で、それぞれの専門部会長さんの方か

ら報告があると思いますけど、その間、それぞれの部会で、何度も話し合いをもたれていま

す。そのことを御報告申し上げながら、お礼申し上げたいと思います。夜の会議が続いて大変

申し訳なかったと思いますけど、そのことも含めて、順調に進んでいるということで、改めて

お礼申し上げたいと思います。それでは、本日の会議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の進捗状況に

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。 

  配布した資料は、本日の会議次第が１枚、次に資料１－１として、「丸山・和田地区統合小学

校等建設工事工程表」が両面印刷となっているものが１枚、次に資料１－２として、「丸山・和

田地区統合小学校等建設工事進捗状況写真」が１枚、次に資料２として、「専門部会検討状況報

告書」が両面印刷で６枚がホチキス留めとなっているもの、次に資料３として、表が「平成３

０年度丸山地区学校再編検討委員会構成案」で、裏面が「平成３０年度和田地区学校再編検討

委員会構成案」となっているものが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。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の進捗状況につ
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いて」説明します。 

  現在、平成３１年４月１日の開園・開校に向け、統合小学校等建設工事を進めています。 

資料１－１の「丸山・和田地区統合小学校等建設工事工程表」を御覧ください。 

  この工程表は、小学校校舎・屋内運動場・プール・グラウンド・幼保一体施設・テニスコー

ト・外構・既存中学校の改修・野球場の工種で区分け表示し、月ごとの進捗状況を示していま

す。工程表の右上にも記載してありますが、黒線が計画で、赤線が現在の進捗状況となり、３

月１日時点では、全ての工事が予定どおり進んでいます。 

  今後の工事の予定ですが、小学校校舎は、躯体工事の完成が７月末、内外装・屋根・塗装工

事等の完成が来年１月上旬となります。次に、屋内運動場は、躯体工事の完成が５月末、内外

装・屋根・塗装工事等の完成が９月末となります。裏面を御覧ください。幼保一体施設は、鉄

骨工事の完成が７月上旬、屋根・内外装工事等の完成が１０月中旬となります。次に、テニス

コートは、３月末に完成予定、野球場整備工事の完成は７月中旬となります。他の工種につい

ては、記載のとおりとなっています。 

  資料１－２の「丸山・和田地区統合小学校等建設工事進捗状況写真」を御覧ください。 

  この写真は、左側が計画配置図、右上が工事着手前の写真、右下が平成３０年３月１日現在

の写真となっています。 

  また、今後も合同会議にて、工程表や工事写真等により、工事の進捗を報告したいと考えて

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、会議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２８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。 

事務局 それでは、次第の４報告等の（２）「第２８回合同会議検討結果について」報告します。 

 第２８回の学校再編検討委員会合同会議を平成２９年９月２９日に行い、この時の出席委員

は、丸山地区１１名と和田地区１６名となっています。 

  議事の第１号「各専門部会部会員の選任について」検討していただきました。 

 通学支援部会１７名、校歌・校章部会９名、ＰＴＡ部会９名の選任について、御承認をいた

だいております。 

 また、議事の第２号「丸山・和田地区統合小学校等の名称について」検討していただきまし

た。 

 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
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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、丸山地区の星谷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１３名、和田地区１９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）「丸山・和田地区専門部会検討状況について」を議

題といたします。各専門部会の説明を求めます。なお、質問・意見等は、最後にまとめて伺い

ます。最初に、通学支援部会長からお願いします。 

通学支援部会 こんばんは。それでは、早速ですが通学支援部会の報告をさせていただきたいと

思います。 

  これまで、通学支援部会につきましては、４回の会議を行いました。 

今年度の会議の議題といたしまして、通学バスの乗降場所の設定を重点的にやらせていただ

きました。 

会議としましては、４回行いましたが、３回目までを乗降場所の原案作りとして使わせてい

ただきました。４回目につきましては、それを各地区で確認していただくという作業をいたし

ました。その案は、各地区で出来上がってきてる状況でありますが、この案を基に、来年度、

各小学校のＰＴＡ総会終了後に提示し、通学バス利用調査を行い、その調査をまとめた時点で、

運行スケジュールを検討していきたいという運びとなりました。    

通学支援部会としては、以上です。 

議長 ありがとうございました。続きまして、校歌・校章部会長お願いします。 

校歌・校章部会 校歌・校章部会の進捗状況報告をさせていただきます。  

１回目の会議を１０月１６日、本会場にて行いました。始めに部会長、副部会長を選出しま

した。次に本部会の仕事内容として、統合後の子ども園と小学校の、園歌・園章、校歌・校章に

ついて作成方針の検討を担当していくことを確認しました。まず、校歌と校章については新し

いものを作成することになりました。その方法については、これまでに統合した学校の例を参

考に検討した結果、校歌については作詞者・作曲者の選任をすることになりました。候補者と

して、退職された中学校音楽教師、現役の中学校音楽教師２名が挙がりました。作詞者につい

て、作曲者の意向もあるだろうということで、作曲者が決まり次第意見を聞いていくことにな

りました。また、校章についてはデザインを公募し、最終的に補正が必要な場合には印刷会社

にお願いしてはどうかということになりました。園歌・園章については現在所有していない園

もあること、また統合後は子ども園となることから、今後幼稚園の関係者に意見を聞いて、次

の会議で検討することになりました。 
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２回目の会議を１２月４日、南三原小にて開催しました。それまでに、候補者や音楽関係者

とかかわるなかで、東京都在住の著名な作曲家に依頼する運びになりました。南房総市という

地域に大変興味をもってくださったこと、以前にも校歌作曲の経験があり、関心が高いようで

す。なお、作詞についても併せてお引き受け頂きましたが、校歌という曲の特性からしても、

南房総市や和田地区、丸山地区の自然や産業、文化等を盛り込んだ内容としたいという願いが

あり、南房総市及び該当校３校へ訪問すること、児童からキーワードを募集してみたいという

意向を頂いています。会議では、校歌の作詞・作曲者が内定しました。 

なお、園歌については和田地区で音楽教室を開いている方に御相談したところ、作詞・作曲と

も快諾を頂きました。会議にて報告し、内定しております。なお、検討事項でした園章につい

てはできればある方がよいのではという意見に留まりました。今後、年度が明けたら、専門部

会の再選任を受けて、会議を開催し、園章の作成方針については検討していく予定です。以上

で報告を終わります。 

議長 ありがとうございました。続きまして、ＰＴＡ部会長お願いします。 

ＰＴＡ部会 ＰＴＡ部会の検討状況について報告いたします。 

  今年度１０月から５回の部会を開催いたしました。 

  ＰＴＡ部会は、ＰＴＡ組織の役員構成、規約、会費等を決める部会です。部会は、南・和田・

南三原小から、ＰＴＡ各２名ずつ、教諭各１名ずつの計９名で構成しています。 

  １０月に行いました第１回会議では、ＰＴＡ会則、事業計画について原案を作成していただ

き協議を始めました。 

  １１月２日の第２回会議では、ＰＴＡ組織の構成、役員選考方法、会費及びその徴収方法、

慶弔規程について協議し、各委員で持ち帰り検討することといたしました。 

  １１月２１日の第３回会議では、ＰＴＡの会費については、1か月４００円、ＰＴＡ組織に学

年委員、地区委員を置くこと、専門委員会について決定いたしました。また、慶弔規程につい

ても決定いたしました。 

  １２月１５日の第４回会議では、総務（本部）の役員任期については、原則１年とすること、

ただし、役員のうち５年生の役員１名については２年とすることといたしました。また、初年

度から３年間は、３小学校からそれぞれ５年・６年１名ずつ選出すること、６年生の３名から

会長１名、副会長２名を選出する。さらに、最初の３年間、会長は輪番とすることといたしま

した。５年生の役員につきましては、副会長、庶務、会計を行うことといたしました。 

  第５回会議では、今回までの協議事項についてＰＴＡ会員に周知するタイミングとして、平

成３０年度のＰＴＡ総会とすることといたしました。 

  ＰＴＡの事業計画、初年度の役員の構成の決定の方法等につきましては、引き続き検討して

いくこととなっています。以上です。 

議長 ありがとうございました。続きまして、学校間で協議していただいております、学用品部

会、行事・カリキュラム部会から報告がありましたらお願いします。 

学用品部会、行事・カリキュラム部会  

  学校にて組織する各部会の取り組みですけど、資料はございませんが、口頭で簡単に説明し

ます。 
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  昨年度まで、丸と南の段階的統合がありましたので、３校のいろんな会議等はストップして

おりました。今年度から、本格的にまた動き出しております。 

子どもたちの交流については、今年度も各学年、最低１回ずつ学習交流という形で交流をし

ています。 

それから、行事・カリキュラムだとか学用品だとか備品、そういうような部会については、

管理職はもちろんですけど、教務主任を中心に組織をして、いろいろな打合せをしております。

特に、２９年度末までにやらなくてはならないことについては、３月末までに終わらせる予定

でおります。 

それから、来年度、とにかく４月に入りましたら、それぞれの部会を再検討しまして、１回

目の部会については、４月に行うという形で、３校で交流・連携を取っておりますので、そこ

から本格的に始まり、遅くても来年（３０年度）の１月までには、すべてが計画できるような

形で進めております。以上です。 

議長 ありがとうございました。ただいま、それぞれの専門部会から、説明がありました。それ

では、委員の方々から御発言願います。 

委員 ＜御発言なし＞  

議長 特にないようですので、議事の（１）「丸山・和田地区専門部会検討状況について」、報告

のとおりでよろしいでしょうか。 

委員 ＜異議なし＞ 

議長 御異議ないものと認めます。よって、（１）丸山・和田地区専門部会検討状況については、

報告のとおりといたします。 

  各専門部会の皆様におかれましては、お忙しい中、協議を重ねていただき、ありがとうござ

いました。 

 

議長 次に、議事の（２）「平成３０年度地区学校再編検討委員会の構成（案）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 議事の（２）「平成３０年度地区学校再編検討委員会の構成案について」説明します。資

料の３を御覧ください。 

まず、丸山地区の構成案ですが、行政連絡員代表として、区長会長さんを含め４名、南幼小

ＰＴＡ代表として、ＰＴＡ会長さんを含め４名、嶺南中学校ＰＴＡ代表として２名、小中学校

の代表として、南小学校、嶺南中学校の校長先生の２名、最後に学識経験者の４名で、合計で

は１６名となっております。 

次に、裏面の和田地区の構成案ですが、行政連絡員代表として、区長会長さんを含め４名、

南三原幼小ＰＴＡ・和田幼小ＰＴＡ代表として、それぞれＰＴＡ会長さんを含め４名ずつ、嶺

南中学校ＰＴＡ代表として２名、小中学校の代表として、南三原小学校、和田小学校、嶺南中

学校の校長先生の３名、最後に学識経験者の４名で、合計では２１名となっております。 

また、オブザーバーとして、丸山地区と和田地区の市議会議員及び教育委員の方々にお願い

しています。 

以上が「平成３０年度の丸山地区と和田地区の学校再編検討委員会構成案」となっておりま
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すので、御承認をいただきたいと思います。以上です。 

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 特にないようですので、お諮りします。 

  議事の（２）「平成３０年度地区学校再編検討委員会の構成（案）について」資料３の構成案

のとおり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、平成３０年度地区学校再編検討委員会の構成につい

ては、資料３のとおり決定いたしました。 

 

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

お願いします。 

事務局 議事の（３）「次回合同会議の日程について」ですが、新年度になりますと、それぞれの

団体等で役員の交代があるかと思いますので、５月下旬から６月上旬の間に開催したいと考え

ております。よろしくお願いいたします。 

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。委員の方々から御発言願

います。 

委員 ＜御発言なし＞  

議長 特にないようですので、お諮りします。 

  議事の（３）「次回合同会議の日程について」は、今年の５月下旬から６月上旬の間に開催す

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、（３）次回合同会議の日程については、今年の５月下

旬から６月上旬の間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、次第６の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 議事の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３点ほどお知らせいたします。 

事務局 １点目は、４月になりましたら平成３０年度の地区学校再編検討委員の選出依頼をさせ

ていただきます。行政連絡員さんの選出は各地域センターへ、その他の委員さんの選出は各学

校に依頼させていただきたいと思います。 

  また、平成３０年度の各専門部会の部会員についても各学校に選出依頼させていただきたい

と思います。 

最後に、交代される委員さんにつきましては、新たに選出された方にこれまでお配りした資

料や会議の結果などを引き継いでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

２点目は、専門部会の協議事項についてですが、先程、校歌・校章部会から進捗状況を報告

していただきました。校章については公募すること、また園歌・校歌については作詞・作曲者
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の案が決定しています。したがいまして、次回の合同会議の際に、校歌・校章部会から「校章

募集要領（案）」と「園歌・校歌の作詞・作曲者の依頼」について協議事項として提案したいと

考えておりますので、あらかじめ御了承いただきたいと思います。 

３点目は、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くため、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。以上です。 

進行 事務局からは、以上となりますが、委員の皆様から、先ほどの続きでも結構ですが、何か

ございますでしょうか。 

事務局 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。 

  なお、今年度の会議は本日が最後となります。１年間御協力をいただき、ありがとうござい

ました。今後とも、よろしくお願いいたします。 

以上で、丸山地区及び和田地区学校再編検討委員会第２９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＞ 


