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白浜地区・千倉地区学校再編検討委員会第４回合同会議 会議録 

 

                     日時 令和４年１２月８日（木） 

                        午後７時から午後７時３５分まで 

                     会場 千倉七浦体育館 

【当日関係者】 

 検 討 委 員（白浜地区）  １５人（４人欠席） 

 検 討 委 員（千倉地区）  １７人（２人欠席） 

 オブザーバー（白浜地区）   ３人（２人欠席） 

 オブザーバー（千倉地区）   ３人（１人欠席） 

 傍 聴 人         ０人 

 報   道         ０人 

 事 務 局        １３人（１人欠席） 

 

１ 開会 

進行  皆様こんばんは。 

    定刻となりましたので、始めさせていただきます。 

    まず最初に、皆様マスクをされておりますので、発言の際はマスクを取っていただ

いて御発言いただけますようお願い申し上げます。 

    それでは始めさせていただきます。 

    本日は大変お忙しい中、御出席をいただきまして誠にありがとうございます。 

    本日の会議の進行を務めさせていただきます、教育委員会事務局学校再編整備課

長の黒川です。よろしくお願いいたします。 

    それでは会議に入る前に、お手元に配布してございます、資料の確認をお願いしま

す。 

    始めに、表題が「白浜地区・千倉地区学校再編検討委員会第３回合同会議 会議録」

で、両面印刷で下部中央のページ番号が、１／１４から１４／１４まであり、ホチキ

ス留めとなっているもの。 

    続きまして、本日の「会議次第」。 

    次に、資料ですが、資料１として、表面が「令和４年度 白浜地区・千倉地区学校

再編検討委員会専門部会部会員名簿（所属別）」、裏面が「令和４年度 白浜地区・千

倉地区学校再編検討委員会専門部会別名簿」となっている、Ａ４両面印刷で１枚のも

の。 

    次に、資料２として、「統合中学校「校名」募集要領（案）」Ａ４両面印刷で１枚の

もの。 

    配布物は以上となりますので、御確認をお願いいたします。 
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    不足等がございますでしょうか。 

    よろしいでしょうか。 

    それでは、本日何人かの委員から都合により欠席をするとの報告、また、少々遅れ

ますとの御連絡をいただいておりますので御報告をいたします。 

    それでは、ただいまから、白浜地区・千倉地区学校再編検討委員会第４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 委員長（議長）挨拶 

進行  それでは、次第の２、委員長（議長）挨拶となります。 

    本日、第４回合同会議の議長は白浜地区の当番となります。今回、白浜地区の栗原

委員長は都合により欠席でございますので、南房総市学校再編検討委員会設置要綱

第６条第３項の規定により、本日の会議の議長を務められます、山崎副委員長に御挨

拶をお願いいたします。 

副委員長 皆様、こんばんは。白浜地区、副委員長の山崎と申します。 

    今、御説明がありましたけれども、栗原委員長が都合により欠席しておりますので、

私が代わって議長を務めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

    この検討委員会の方も、学校の位置、そして統合の時期、この重要な二つの案件が

済んでおります。あとは専門部会において、個々を詰めていくという段階に来ており

ます。令和６年４月のスタートを目指して、委員の皆様、これからも御協力の方をお

願いしたいと思います。 

    本日は御審議の方、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

進行  ありがとうございました。 

 

３ 教育長挨拶 

進行  次に、次第の３、教育長挨拶。 

    三幣教育長から御挨拶申し上げます。 

教育長 改めまして、こんばんは。お集まりいただいて、大変ありがとうございます。 

    １２月に入りまして冷えてきて、暖房も用意しなくて大変申し訳ないんですけど、

穿った見方をされると寒いから会議が早く終わるんじゃないかと、そこを狙ってる

んじゃないかと思われそうですけど、決してそんなことはありませんので、多少冷え

ているところは我慢していただいて、いろいろ御意見賜れば大変ありがたいと思っ

ております。 

    山崎副委員長からも話がありましたけど、今後につきましては、専門部会でいろい

ろ決めていただいたことを、この再編検討会議で報告していただいて、最終的にここ
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でまた認めていただく、決めていただくっていうような手順になってくるかと思い

ます。皆様方の中では、専門部会の委員を務めていらっしゃる方もいますので、今ま

でよりも会議に出ることが多くなるかと思いますが、御容赦いただいて、御協力いた

だければと思います。 

    また、今後ですけど、新しい学校を作るための、いろんな仕事もしていくわけです

けど、それと併せて、白浜中学校、千倉中学校を閉じていくということも進めていた

だくことになると思います。皆様方の中でそっち側の方にも係わっていただくこと

になる方がかなりいらっしゃるかと思いますけど、併せて御協力いただければと思

います。 

    それでは、本日の会議の方よろしくお願いいたします。 

 

４ 報告等 

進行  それでは、次第の４、報告等に移ります。 

    「第３回合同会議検討結果について」と「専門部会員の選任について」を事務局か

ら説明いたします。 

事務局 それでは、次第の４、報告等の「（１）第３回合同会議検討結果について」を御説

明いたします。 

    三つある基本合意事項のうち、未決定でありました、「学校の位置に関する事項」

と「学校の再編時期に関する事項」について、「学校の位置に関する事項」について

は、「千倉中学校とする」ことで決定いたしました。「学校の再編時期に関する事項」

については、「令和６年４月１日」で決定いたしました。 

    詳しくは、配布させていただきました、「白浜地区・千倉地区学校再編検討委員会

第３回合同会議 会議録」を御覧いただけたらと思います。 

    続いて、「（２）専門部会員の選任について」を御説明いたします。 

    １１月２９日に専門部会全体会議を行い、事務局から専門部会全体の説明をした

あと、部会ごとに分かれて、部会長及び副部会長を決めていただきました。 

    資料１を御覧ください。「令和４年度 白浜地区・千倉地区学校再編検討委員会専

門部会部会員名簿（所属別）」となります。 

    裏面を御覧ください。「令和４年度 白浜地区・千倉地区学校再編検討委員会専門

部会別名簿」となります。 

    左下を御覧ください。名簿の中の氏名の前に「◎」がある方が部会長で、「○」が

ある方が副部会長となります。 

    それでは、各部会長、副部会長を御紹介いたします。 

    校名部会は、部会長に白浜地区学識経験者様、副部会長に千倉地区学識経験者様。 

    通学支援部会は、部会長に白浜幼少ＰＴＡ様、副部会長に千倉中ＰＴＡ様。 

    校歌・校章部会は、部会長に千倉中ＰＴＡ様。副部会長に白浜幼少ＰＴＡ様。 
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    学用品部会は、部会長に千倉小ＰＴＡ様。副部会長に白浜幼少ＰＴＡ様。 

    ＰＴＡ部会は、部会長に千倉中ＰＴＡ様。副部会長に白浜中ＰＴＡ様。 

    カリキュラム部会は、部会長に千倉中学校様。副部会長に白浜中学校様。 

    交流部会は、部会長に白浜中学校様。副部会長に千倉中学校様。 

    以上の方が、各専門部会の部会長、副部会長に就任されましたので、御報告いたし

ます。 

    以上です。よろしくお願いいたします。 

進行  説明が終わりました。御質問等がございましたら、御発言をお願いします。 

    なお、議事録を作成いたしますので、挙手の上、お名前を述べてから御発言いただ

きますよう、御協力をお願いします。 

    また、先ほど申し上げましたように、マスクを取って御発言いただきたいと思いま

す。使用したマイクにつきましては、除菌シートで消毒をして、次の方に回したいと

思いますので、御理解をお願いいたします。 

    何かございますでしょうか。 

 

    ＜しばらくの間＞ 

 

進行  ございませんでしょうか。 

    それでは、特に無いようでございますので、次に移ります。 

 

５ 議事 

進行  それでは、次第の５、議事に入る前に御報告があります。 

    本日の出席委員は、白浜地区が１９名中１５名、千倉地区が１９名中１７名であり

ます。それぞれ過半数に達しておりますので、南房総市学校再編検討委員会設置要綱

第７条第２項の規定により、会議は成立いたします。 

    次に、本検討委員会は設置要綱第７条第４項の規定により、会議は公開とすること

になっておりますので、傍聴の申し出がありましたら、会場の傍聴席に入っていただ

きます。 

    また、市のホームページに委員の名簿を掲載いたしますので、所属及び氏名を掲載

することの御了承をいただきたいと思います。 

    以上で報告を終わります。 

    それでは、次第の５、議事に移ります。 

    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。先ほど申

し上げましたとおり、山崎副委員長に議長をお願いいたします。よろしくお願いいた

します。 

議長  それでは、議長を務めさせていただきます。 
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    設置要綱第７条第４項の規定によりまして、会議は公開することとなっておりま

す。傍聴人の申し出はございますか。 

進行  ありません。 

議長  無いようですので、それでは、議事に入ります。 

    議事の「（１）校名募集について」を議題とします。 

    「学校の名称に関する事項」については、第１回合同会議において、「公募する」

ことに決定しております。 

    校名部会の方に、詳細を検討していただいておりますので、部会長の方から報告を

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

校名部会長 こんばんは。先日の部会で部会長を仰せつかまりました、よろしくお願いいたしま

す。 

    校名部会からは、第１回会議において事務局から提案のあった「統合中学校「校名」

募集要領（案）」について、協議、検討した結果を報告させていただきます。 

    修正したものが皆様のお手元に「統合中学校「校名」募集要領（案）」という形で

配布してあると思いますので、よろしくお願いいたします。 

    まず、第１の目的でありますが、統合校にふさわしい学校名を募集する。 

    次に、２の募集期間が、令和４年１２月１５日から令和５年１月２０日。 

    次に、３の応募資格でありますが、白浜幼少、白浜中、千倉幼少、千倉中の園児、

児童、生徒、保護者、教職員。そして、白浜地区、千倉地区の中学校の卒業生であれ

ば他地区にお住まいの方も応募が可能となっております。それから、白浜地区、千倉

地区にお住まいの方としました。 

    次に、応募条件でありますが、学校の名称としてふさわしいものを募集すると。短

い表現で、親しみやすいものをということになっております。また、統合元となる、

漢字の「白浜」とか「千倉」、ひらがなの「しらはま」、「ちくら」は使用しないこ

ととします。 

    ただし、漢字の「白」又は「倉」、ひらがなの「しら」又は「くら」など、漢字や

ひらがなを分けて使用することは、否定はしません。校名は自作で、未発表のもので、

漢字又はひらがなとします。カタカナや英語は取り上げないものとします。応募は一

人一点。 

    次に、５の応募方法ですが、裏面の応募用紙を御覧ください。そこには、統合中学

校の校名、そしてその校名を考えた理由又は思い、それらを１００字以内で書いても

らいます。そして、応募者の住所氏名を記載していただきます。そこには、住所地が

白浜、千倉以外の場合は、卒業した中学校名をお書きくださいということで、それら

もそこに書いていただきます。 

    続きまして、表面の５に戻っていただき、応募用紙の提出先は、学校の関係者につ

いては、白浜地区と千倉地区の幼稚園、小中学校に持参すると。そのほかの方は、白
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浜地域センター、朝夷行政センターへの持参。又は、教育委員会事務局に持参しても

らうと。郵送、メールで提出することも可能であります。募集要領及び応募用紙は、

白浜地域センター、朝夷行政センターの窓口及び、白浜地区と千倉地区の幼稚園、小

中学校に配置します。また、市のホームページからダウンロードできるようにします。 

    次に７に移ります。７の校名の決定方法ですが、校名部会で、応募の中から候補を

絞り、校名候補（案）を作成します。絞る数については、応募数や、内容を確認して、

部会員と相談してからとなりますので、御了承ください。 

    校名部会が推薦する校名候補（案）を学校再編検討委員会合同会議で、協議検討し

ていただき、一つに選定し、ほかの基本事項である、学校の位置、再編の時期ととも

に、教育委員会に意見具申を行います。 

    その後、教育委員会で決定後、市議会での議決を経て、正式決定となります。 

    校名に関しましては、応募数の多い名称を決定することは無いということで、組織

票などによる作為的な応募を防止したいと考えております。 

    次に８の学校名の著作権ですが、決定された校名の著作権は教育委員会に帰属す

るものとします。 

    次に９の新しい学校名の発表ですが、市のホームページ等で行います。 

    最後になりますが、この募集要領が承認されましたらば、できるだけ多くの方々か

ら御応募いただきたいので、周知方法について検討していただきたいと事務局にお

願いしてあります。 

    以上で、校名部会からの報告を終わります。 

議長  どうもありがとうございました。 

    ただいまの報告について、委員の皆様方から何か御意見等がありましたらお願い

いたします。 

委員  はい。 

議長  はい。どうぞ。 

委員  お世話になっております。 

    校名募集のこの用紙、案と今ある状態なんですが、いつ頃、ほかの方に見せていい

とかっていうのはありますか。 

事務局 はい。事務局です。 

    １２月１５日から募集なんですけれども、明日から準備しまして、明日中には朝夷

行政センター、白浜地域センター、白浜コミュニティセンターにはある程度の部数を

置いて、週明けには各幼小中学校の方にお持ちしたいと考えております。 

教育長 この案のままっていうことだと思うんですけども、募集については、今担当の方か

ら話をしたとおりです。 

    例えば、委員が今日御家庭に帰って、誰かに見せるということでしたら、この会議

で、この案が認められて、すぐ誰かに見せてもかまわないよということをここの場で
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承認していただければ、それで結構だと思います。 

    そういうことですよね。 

委員  実は、同級生のグループラインみたいなものがあるんですね。卒業生の。ですので、

例えばそちらにＰＤＦ等でこの案の状態を１５日以前にちょっと載せていいかなと

思いまして。直接見せるというよりは、遠方に住んでいる卒業生たちにもちょっとお

伝えしたいなと思いまして、確認させていただきました。 

教育長 案のままやっていただくということで、それで実際応募するときには、ホームペー

ジとかからダウンロードしていただくということになると思いますけど、いずれに

しても、今私が申し上げましたように、ここでよろしいだろうというような結論がい

ただければ、それで私どもの方はかまいませんというとおかしいですけど、そういう

形にしていただければと思います。 

委員  はい。ありがとうございました。 

議長  ほかに御意見等ございますか。 

 

    ＜しばらくの間＞ 

 

議長  それでは、特にほかに無いようですので、議事の「（１）校名募集について」は原

案どおりとすることで、よろしいでしょうか。 

 

    ＜しばらくの間＞ 

 

議長  では、異議無いものとして認めます。ありがとうございました。 

    それでは、お手元のですね、「統合中学校「校名」募集要領（案）」、この（案）を

消していただけますでしょうか。これで決定したということでお願いいたします。 

    それでは、次に議事の「（２）次回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いたします。 

事務局 それでは、議事の「（２）次回会議の日程について」ですが、次回会議は令和５年

１月３０日月曜日から２月３日金曜日までの間で、両委員長、副委員長に御相談して、

日程調整をさせていただきたいと思います。 

    また、委員の皆様や関係者の皆様には、後日、御案内するということにさせていた

だきたく思います。 

    なお、「新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」、

「インフルエンザのまん延」等がある場合には、延期も考えたいと思います。 

    以上です。 

議長  はい。ありがとうございました。 

    ただいま、事務局の方から説明がありました。委員の皆様から何か御意見等があり
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ましたら、お願いいたします。 

 

    ＜しばらくの間＞ 

 

議長  特に無いようですので、議事の「（２）次回会議の日程について」は事務局の原案

どおりにしてよろしいでしょうか。 

 

    ＜しばらくの間＞ 

 

議長  異議の無いものとして認めます。 

    以上で本日の議事が終了いたしましたので、事務局の方に進行をお返しいたしま

す。御協力ありがとうございました。 

進行  議事の進行ありがとうございました。 

 

６ その他 

進行  それでは、次第の６、その他ですが、事務局から２点ほどお知らせをいたします。 

事務局 それでは、次第の６、その他ですが、２点お知らせがございます。 

    １点目は、本日の会議録についてですが、両委員長、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。 

    ２点目は、検討委員報償費振込についてですが、今年度の４月から９月までの会議

等に御出席いただいた分を、以前お聞きした口座へ振り込ませていただきます。 

    また、併せて今年１月から１２月までの１年間の所得税を、振り込ませていただく

報償費から源泉徴収しておりますのでお知らせします。源泉徴収票は、来年１月に市

の総務課から郵送される予定です。 

    以上です。 

進行  事務局からのお知らせは２点となります。以上となりますが、皆様から何かござい

ますでしょうか。 

委員  はい。 

進行  はい。お願いいたします。 

委員  ここで一つお願いというか、意見があるんですけれども、白浜幼少の本部の役員が、

ちょっと女性の本部役員が多いんですね。そうなってくると、教育長の挨拶の方でも

あったんですけれども、会議が多くなってくるということで、ちょっと小さい子が居

たりするお母さんも多くって、今後この会議、再編検討委員会へ、どうしようもない

とき、子どもを連れての参加っていうのを皆さんに了解を得てもらえないかなと思

って、ちょっとここでお願いがあるんですけれども、如何でしょうか。 
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進行  はい。今御提案がございました。やはり、お子さんを御一人残してという形では、

ちょっと心苦しくて、会議の方に出席できないというのも申し訳ないと思いますの

で、皆様の御了承をいただければ、今御提案のあったようにお子さんを連れての会議

出席を認めていただきたいと思いますが、如何でございますでしょうか。 

 

    ＜しばらくの間＞ 

 

進行  では、次回もし、事情でお連れいただくことは結構ですということでお願い申し上

げます。 

委員  ありがとうございます。 

進行  その他、特にございますか。 

委員  はい。 

進行  はい。お願いします。 

委員  ２点ほどお聞きしたいことがあります。 

    一つはお願いで、専門部会のこの間の会議のときに、大まかな今後のスケジュール

表が出たと思うんですけれども、それに併せて、この合同会議のスケジュールもある

と、どっちも兼務しているものなので、見通しを持って進めていきたいので、お願い

したいなというところで、次回なんかも、議事がどの程度なのかというところまでは

見通し立たないかと思うんですけれども、スケジュール的に出していただけたら大

変助かります。 

    あともう１点は、教育長のお話にもありましたとおり、白浜中学校と千倉中学校を

閉じるということになっていくと思うんですけれども、閉じた後の白浜中学校に関

しては、やはりまだ、新しくなってから日も浅いので、どうなっていくだろうという

声をいただきます。地区が違う、お母さんからも、旧南三原小学校に通っていたお母

さんとかが、自分が通っていたところが取壊しとかになったときに、ちょっと胸を痛

めてというとこもあったんだよって聞いたときに、目立つ場所に建っている建物で

もあるし、子どもたちが通った場所であったりとか、思い出の地というところで、活

用法について、もしよろしければ、この新しい学校を目指していくというのと同時に

あそこをどういうふうに活用していくのかっていう方向性とかが分かれば大変あり

がたいっていうのと、希望が持てる地域として、移住の方だったりとか南房総市は増

えていますので、活用できるような意見交換会みたいな、教育長との話し合いみたい

なところの場が持てたら、大変ありがたいなと思っております。 

    よろしかったらお願いいたします。 

進行  教育長お願いいたします。 

教育長 はい。スケジュールの方ですけど、専門部会の結論の出す目安にもなってくるかと

思いますので、専門部会の方と併せて、次回提示したいと思います。 
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    二つ目の方ですけど、白浜中学校校舎ということですけど、これは今までもそうし

て来ましたけど、この再編検討委員会にお集まりの皆様方、或いは地区の方々と協議

をしながら、活用については決めてきておりますので、白浜中学校につきましても同

様の考え方でやっていきたいと思っております。 

    よろしいですか。 

委員  はい。 

進行  ほかに何かございますでしょうか。 

 

    ＜しばらくの間＞ 

 

進行  よろしいですか。 

    それでは、特にないようでございますので、閉会をさせていただきたいと思います。 

 

７ 閉会 

進行  それでは、以上をもちまして、白浜地区・千倉地区学校再編検討委員会第４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。 


