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第２回 南知多町中学校再編委員会 会議録 

 

開催日時 令和４年３月１７日（木） 午後 3時 30分～午後５時 15分 

開催場所 南知多町役場３階 大会議室 

出席委員 ２３名 

欠席委員 ２名 

事務局 ５名  教育部長、学校教育課長、指導主事２名、係長 

オブザーバー １名  教育委員 

傍聴人 １名 

会議内容 １ 教育長あいさつ 

２ 議事 

(1) 統合校の校名について（案） 

(2) 部活動のあり方について（案） 

(3) 校章・校歌・校旗の決定に向けて（方針案） 

(4) 通学路の指定（スクールバス、高速船）に向けて（方針案） 

(5) ＰＴＡ組織づくりに向けて（案） 

(6) その他 

３ 経過報告・連絡・依頼事項 

(0) 総務 

(1) 教育計画検討部会１ 

(2) 教育計画検討部会２ 

(3) 施設資料検討部会 

(4) 学校運営検討部会 

(5) 生活活動検討部会 

(6) 地域課題検討部会 

(7) その他 

 ４ 熟議 

   (1) 今後の南知多町における学校教育 

 

内 容 

１ 教育長あいさつ  

教育部長 

（進行） 

皆さん、こんにちは。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。南知多町教育委員会 教育部長 鈴木茂夫と申します。よろしくお

願いいたします。ただ今より、第２回南知多町中学校再編委員会を開会させ

ていただきます。開会にあたりまして、高橋教育長からごあいさつ申し上げ

ます。 

教育長  

 

みなさん、こんにちは。年度末の大変お忙しい中、参加していただきまし

てありがとうございました。１月２６日の第１回再編委員会以降、この会自

体は開かれてはいませんが、生徒による再編準備委員会や、各部会での会議
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を何回も重ねて準備をして、本日の資料になっています。事前に資料を見て

いただいていると思いますので、そこで気づかれた意見をいろいろ出してい

ただきまして、よりよいものにしていきたいと思います。それから、学校現

場も大きな変化がありました。ご存じのように３月３日、中学校の卒業式が

無事に行われ、３年生の子どもたちが巣立っていきました。小学校は、明日

卒業式で６年生の子どもたちは、中学校に向けて新たな道を歩み出すことに

なります。学校現場では、大きな節目を迎える時期ですが、再編委員会も来

年度に向けて、踏み出したいと思いますのでよろしくお願い致します。 

教育部長 

 

ありがとうございました。 

本日の会議は、２名の委員の方から欠席のご連絡をいただいています。そ

れから、若干名の方が遅れていらっしゃる、と聞いております。それでは、

ここから、委員長に議長となっていただき、議事の進行をお願い致します。

よろしくお願い致します。 

２ 議事 

（１） 統合校の校名について（案） 

委員長 議事に入る前に、本日は、傍聴の方が １名いることを委員のみなさまに

報告します。それでは、お手元の会議日程に基づきまして、会議を進めさせ

ていただきます。 

会議日程２ 議事に入ります。まず始めに、「（１）統合校の校名について

（案）」を、検討部会からの説明を求めます。 

検討部会 資料に基づいて説明。 

前回の会議や生徒による準備会、ホームページによる意見聴取を経て、統

合校の校名を、「南知多町立南知多中学校」とすることを説明。 

委員長 ただ今、検討部会からの説明が終わりました。 

ご意見、ご質問がありましたらご発言をお願いします。 

委員長 ご質問等もないようですので、これより採決に入ります。「統合校の校名に

ついて（案）」を、検討部会案のとおり進めることに、賛成の方の挙手を求め

ます。 

（挙手全員） 

委員長 挙手全員でありますので、「統合校の校名について（案）」は、検討部会案

のとおり進めさせていただくこととします。 

（２）部活動のあり方について（案） 

委員長 つづきまして、議事「（２）部活動のあり方について（案）」を、検討部会

からの説明を求めます。 

検討部会 資料に基づいて説明。 

今年夏の大会後の部活動のあり方について、基本的に合同チームで活動を

行うことを説明。主に夏休みや２，３学期の休日を中心に活動。 

委員長 ただ今、検討部会からの説明が終わりました。 
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ご意見、ご質問がありましたらご発言をお願いします。 

委員 師崎中学校の剣道部と豊浜中学校の柔道部のことです。１年生の生徒たち

に話したと言うことを子どもから聞いたのですが、子どもたちは部活が無く

なることをどう思っているのですか。また、３年生の時にその部活がないと

言うことは、２年生の途中からもう、２年生まではやるけど、３年生になっ

た時点で変わるという、新しい部活に入るということですよね。 

事務局 豊浜中柔道部、師崎中剣道部の生徒達へ伝達したときの様子を、もし、校

長先生方、ご存じでしたらお願いしてよろしいでしょうか。 

筒井校長 師崎中学校校長の筒井です。まず、剣道部の１年生については、今の案の

中では明確にはなっていないのですが、令和５年度の夏までは、活動をさせ

ていただくようにお願いがしてあります。ですので、今の１年生が３年生に

なって、最後の大会までは剣道部に所属するという形で、内海中学校の校舎

の中で工夫をして練習をしていくことになります。ただし、令和５年度のそ

の子達が卒業、引退すると剣道部はなくなります。来年度入ってくる１年生

からは、募集を停止するという予定でいます。そのことを先日、剣道部の子

ども達を集めて、私の方から校長室で説明をさせていただきました。私の話

を子どもたちも理解してくれたと思いますし、肯きながら、話を聞いてくれ

ました。その時点では、納得してくれたと思います。ただ、その後、ミーテ

ィングという形で教室に戻ったところ、やはり後輩が入ってこないと言うこ

とはとても残念で、顧問の話によるとみんな泣いていました。とても辛いこ

とですが、後輩はできませんが、今いる部員で頑張っていこうということに

なっています。子どもたちは、不満もあるかとは思いますが、納得してもら

っているのではないかなと感じています。 

吉峯校長 豊浜中学校校長の吉峯です。本校の柔道部１年生については、現在、１名

しかいない状況です。この話を聞いてやむを得ないというところがあります。 

また、現時点での意識調査、アンケートでも、令和４年度の郡大会が終わ

ったら、別の部活を検討している回答をしていました。やむを得ないと言う

ことで受け止めているのかなと、捉えております。 

事務局 二つ目のご質問についてですが、原案には師崎中学校の剣道部と豊浜中学

校の柔道部について、明確にお示しできていませんが、令和５年度につきま

しては、３年生のみで夏までの活動をした上で、柔道部、剣道部につきまし

ては廃部という流れになると考えております。 

委員長 他にご質問等もないようですので、これより採決に入ります。「部活動のあ

り方について（案）」を、検討部会案のとおり進めることに、賛成の方の挙手

を求めます。 

（挙手全員） 

委員長 挙手全員でありますので、「部活動のあり方について（案）」は、検討部会

案のとおり進めさせていただくこととします。 
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（３）校章・校歌・校旗の決定に向けて（方針案） 

委員長 つづきまして、議事「（３）校章・校歌・校旗の決定に向けて（方針案）」

について、検討部会からの説明を求めます。 

検討部会  資料に基づいて説明。校歌は、歌詞や語句を募集し、地元ゆかりの方に依

頼。校章は、生徒からアイデアを募集し、最終的に生徒の投票で決定。校旗

は、校章決定後、デザイン案を再編委員会で決定。 

委員長 ただ今、検討部会からの説明が終わりました。ご意見、ご質問等がありま

したら、ご発言をお願いします。 

事務局 本日、欠席をしております斉藤委員から、校歌につきましてご提案を頂き

ましたので、事務局から伝えさせていただきます。 

校歌についてですが、作曲者につきましては、南知多町出身の松田しんす

けさんとおっしゃるシンガーソングライターがいまして、その方にお願いし

てはどうかというご提案がありました。作詞については、募集について生徒

からや地域からということは大賛成であります。歌詞のとりまとめというこ

とで、こちらも南知多町出身で、現在東京でコピーライターをしていらっし

ゃる浜本さんという方にお願いしてはどうかという提案をいただいておりま

す。以上です。 

委員長 ありがとうございました。本日、欠席の方のご発言と言うことで、代理に

事務局より発言をしていただきました。このことも含めて、今後、ご検討を

したいと思います。 

他にご意見ございませんか。それでは、ご質問もないようですので、これ

より採決に入ります。先ほど欠席者のご意見を含めて、校章・校歌・校旗の

決定に向けて、方針案を検討部会案の通り進めることに賛成の方は、挙手を

お願い致します。 

（挙手全員） 

委員長 挙手全員でありますので、「校章・校歌・校旗の決定に向けて（方針案）」

は、検討部会案のとおり進めさせていただくこととします。 

（４）通学路の指定（スクールバス、高速船）に向けて（方針案） 

委員長 つづきまして、議事「（４）通学路の指定（スクールバス、高速船）に向け

て（方針案）」を、検討部会からの説明を求めます。 

検討部会 資料に基づいて、方向性を説明。スクールバスは、マイクロ２台、大型バ

ス３台を使用予定。豊浜、師崎方面は、各大型、マイクロ１台。日間賀島は、

大型バスの予定。日間賀島の高速船における下校は、引き続き検討。 

委員長 ただ今、検討部会からの説明が終わりました。 

ご意見、ご質問がありましたらご発言をお願いします。 

委員 内海中学校校長の河合です。だいたい理解はできましたが、本校としては

スクールバスが校内まで入ってくるという想定をしていましたが、この案を

見る限り、スクールバスが校舎内に入ってくることは無いと考えてよろしい
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でしょうか。 

検討部会 はい。スクールバスは規格上校内に入ることは可能です。しかし大型バス

は、校内に入ることはできません。 

今回の内海駅周辺にバスを駐車する案で確定ではありません。この案のメ

リットは、基本的に５台のバスが乗降車を同じ場所でできること。また、内

海中学校内の自動車駐車場の駐車可能台数を考えると、校舎内のスペースや

近隣の駐車場を有効に利用するのに便利であると考えました。デメリットと

して、内海駅から道路を横断する必要性がでてくることと、乗降車場所から

学校までの距離が遠いことがあります。もう少し検討していく予定です。 

委員長 ほかによろしいでしょうか。 

委員 悪天候のこともいろいろ想定した上でのこういう決定だと思いますが、日

間賀の場合、例えば台風とかで学校に登校できない時に、授業を受ける場所

をどうするのか、登校はできたが、下校は波が高くて島へ戻れない場合に、

待つスペースとかそういう場所は、どこか考えている場所はあるのでしょう

か。 

検討部会 日間賀島地区につきましては、いま委員がおっしゃったような課題があり

ます。登校はしたけど台風で帰れない場合はどうするんだというのも課題と

してあります。そういった時期には、前もって名鉄海上観光船から情報をも

らって、何時で、船は出ませんよ、とか、もう、朝から波が高いので、通学

するのは難しい、という場合は、タブレットを一人一台、小中学生は持って

いますので、自宅での学習や日間賀島の公民館や日間賀小学校など公共施設

での学習を考えています。 

委員 スクールバスの登下校の際に、運転手さんがここで何人乗せるということ

を把握しているのか、その時間にそこにいる子ども達を乗せていってしまう

のか、どんな風ですか。 

検討部会 小学校の例ですと、出発時間になりましたらバスは出発します。例えば、

今日休む場合は、分かっていれば、そこに一緒にバス停で待っているお子さ

んに、今日は休みですよと言っていただきたいです。運転手さんには、この

バス停に何人乗るという情報は伝えますが、基本的には、定時に発車します。 

委員 そうすると、例えば子どもが体調不良でお休みするときとかは、学校に連

絡して、また一緒にバスに乗る子とかに伝えるということになる感じです

か。 

検討部会 もし、伝えていただけるのでしたら、一緒に乗る子どもにお伝えしていた

だければありがたいですし、ただ、基本は時間で発車をすることになります。 

委員 内海中学校区ですが、山海地区の子が、現在、自転車で通学しています。

この資料を見ますと、豊浜の借上バスと一緒の経路ですので、このバスに乗

ることは可能ですか。場所によっては、歩道のないところを走っているので、

危ないとは思っています。 
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検討部会 豊浜地区の生徒数は５０人ですので、バスの定員としましては、おおよそ

５５名くらいを想定しています。山海地区の子どもたちを乗せる余裕は、こ

のバスにはありません。内海山海地区については、現在の内海中学校と従来

どおり、徒歩や自転車で通学を考えています。ただ、スクールバスではなく、

通常の海っこバスであるなら、学校が認めた場合は、通学してもいいのでは

と考えています。ただ、海っこバスの今の時間帯を見ますと、例えば山海の

子が乗った場合に、内海駅に７時３８分につくバスしかないので、そういっ

たところも改善を要望していく必要があると考えています。 

委員 日間賀の下校時について先ほどの説明があった通り、協議はしてもらえる

ことを伺っています。しかし、昨年から説明会でも先ほど言ったとおり、保

護者・生徒の一番の課題は、この船のことです。ずっと申し上げているとお

り、この定期高速船を利用するという案ですけど、安心安全を謳っている割

に定期船で、日間賀地区の子が、他のお客さんと、特に繁忙期に立って帰る、

また、冬場は、波がひどい。通学は、本当に大変な思いをして生徒が通うわ

けです。これらの改善をされない理由を教えていただけますか。また、これ

らが改善できないようであれば、うちの地区としては、統合を見送るという

ことも考えていますけど、その辺、どう思われますか。 

検討部会 下校時に、なぜチャーター便がだせないかということですが、今、日間賀・

篠島へいく高速船については、夕方４時半過ぎますと、篠島・日間賀島の２

島を回る航路になります。その船は、大型となり船員が２人乗ります。夕暮

れは、安全性の問題から船員は、２人必要だそうです。日中であれば１人の

船員ですが、日没後は、２人乗ると言うことです。下校時、例えば帰りが４

時半以降になると思いますが、そのときのチャーター便というのは、船員が

足りない状況です。船はあるが、船員の労務管理等で船員が足りないからチ

ャーター便は出せないと運行業者から言われました。 

よって、下校時は、定期高速船を考えています。ただ、定期船についても

先ほど言われたような、立って帰るのかというところは運行業者と協議をし

て、例えば優先アナウンスで先に中学生に乗っていただいて、その後に、一

般のお客さんに乗ってもらう、ですとか、現在の４時半発の日間賀島行きは、

東港へついて西港へ行きますので、この便の出発時刻を４時半から、５分、

１０分、運行業者と協議して遅らせる形で乗れるのかを検討していきます。 

 また、海の荒れる場所は、篠島港を出たところですので、篠島を回らずに

日間賀島の東港、西港へ行けるのではないかという案、または、日間賀島へ

行く航路、篠島へ行く航路という形でそれぞれできないかというところを協

議していきたいと思いますので、ここでは定期船と書いてありますが、まだ

流動的でございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

委員長 今後、日間賀島の船については、もう少し検討をするということでよろし

いですか。他にございませんか。 
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委員 日間賀島ですけど、宮地委員がおっしゃったように高速船のことが一番親

も子どもも不安に思っているところであります。今回初めてのことなので、

全く分からない状況だと、どれが適しているだとか、ここにいない子どもた

ちが実際登下校することであって、実際やってみないと分からないことが多

いと思います。これがだめとか、これをこうするとか、そういう感じではな

くて、実際やってみて、こういうふうがいいとか、これはダメだったから、

今度はこういうふうにやってみようという感じで、その都度その都度、対応

していっていただければと、思っています。 

検討部会 ありがとうございます。そのように考えておりますので、ご協力をよろし

くお願いします。 

委員長 ほかによろしいでしょうか。それでは他にご質問がないようですので、こ

れより採決に移ります。「通学路の指定（スクールバス、高速船）に向けて

（方針案）」を検討部会案の通り、また、先ほどご発言がありました、日間

賀島の高速船についてはもう少し検討を重ねる、ということで、賛成の方の

挙手を求めます。 

（賛成多数） 

委員長 ありがとうございました。賛成多数ということで、「通学路の指定（スクー

ルバス、高速船）に向けて（方針案）」は検討部会案の通り進めさせていただ

くことと致します。 

（５）PTA 組織づくりに向けて（案） 

委員長 つづきまして、議事「（５）PTA 組織づくり（案）に向けて」を、検討部

会からの説明を求めます。 

検討部会 資料に基づいて説明。ＰＴＡ委員は、各中学校区の世帯に比例し、１７名

とする。各地区で選挙をして役員を決めることを説明。 

委員長 ただ今、検討部会からの説明が終わりました。 

ご意見・ご質問がありましたらご発言をお願いします。 

委員 日間賀島ですけど、今、私は、小学校の母代をやらせていただいています。

役員会とかは、夜に開催することもありますが、例えば日間賀の人が役員会

に夜出席となった場合に船は、どうなるか心配です。 

検討部会 委員のおっしゃった意見は、以前も保護者の意見交換で出されていまして、

PTA の組織ですので何らかの公的な補助というのも考えていく必要があり

ます。具体的にはまだ決まっていませんが、そういったことも検討をしてい

く必要があると考えています。 

委員 先程説明あった PTA を選出するときのランダムの並び配列ですけど、こ

れは、今の 1 年生から 6 年生がランダムに並んでいるということですか？ 

検討部会 はい。1 年生から３年生まで全てランダムで行う予定です。 

委員 親からすると、3 年生になったら、なんとなくＰＴＡの順番がまわってく

るなっていうのがあります。すべて、ランダムにしたら運になることですよ
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ね。そうなると、Ⅰ番目になった人が適当に決められるのかなと思ってしま

います。 

検討部会 ランダムですので、適当に決められているのかどうかは、わかりません。 

委員 ランダムというのが逆に私たちには、不公平だなと思っています。やはり

上の学年になってくれば、PTA の役員をやる順番というのがでてくると考え

ています。ランダムだと、ある人は、ラッキーでいつも名簿が下だったとい

ことも可能性として出てきます。そうすると、3 年生の中でランダム、2 年

生の中でランダム、３年生 2 年生 1 年生の順番は変えない方がいいのではな

いかなと私は思います。 

検討部会 そのような意見も合わせて協議していきます。師崎中学校の例ですと、全

校ランダムで実施しております。多分、保護者の皆さんは、委員さんからの

意見にあったように、意識されて 3 年生の保護者の方を選んでくださってい

ると考えています。 

委員 人数も保護者みんながわかりますよね。 

検討部会 はい。もちろん 3 年生という学年も書きます。その辺は、個人的には心配

はないと思っています。もちろんＰＴＡ役員投票とかもまた決定していませ

んので、今後検討していきたいと考えています。 

委員 私達、日間賀の人の立場ですけど、先程、悪天候などで授業を受けること

ができない場合は、タブレットで授業をする話も出ていましたので、ＰＴＡ

会議も Zoom で協議するという形で、私はいいかなと思っています。 

検討部会 ありがとうございます。一つの方法として、検討していきます。 

委員 ありがとうございます。 

委員 ちょっと確認させて頂きたいです。男女平等の時代に、未だに「母代」と

いう言葉を使われていますが、例えば会長、以下副会長、参議全員女性にな

る可能性があるのか、それとも、バランスを取って、男女に割り振って、い

くのか、どうでしょう？ 

検討部会 ありがとうございます。こういう時代ですので、バランスを取ってやるつ

もりは、今のところはありません。令和 5 年度に必ず内海地区の集まった委

員さんの中から会長を１名選んで頂ければ問題ないかなと思います。男性で

なければならないとか、女性でなければならないというのは考えておりませ

ん。どちらでも私はいいかなと思っております。現に来年度師崎中学校は女

性が会長になっております。 

委員長 他に、ご質問等もないようですので、これより採決に入ります。「PTA 組

織づくりに向けて（案）」を、検討部会案のとおり進めることに、賛成の方の

挙手を求めます。 

（挙手全員） 
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委員長 挙手全員でありますので、「PTA 組織づくりに向けて（案）」は、検討部会

案のとおり進めさせていただくこととします。 

（６）その他 

委員長 つづきまして、議事「（６）その他」についてですが、委員の皆様、議事全

体を通じまして、ご意見やご質問はありますか。 

（委員発言なし） 

事務局側からは、何かありますか。 

事務局 特にありません。 

３ 経過報告・連絡・依頼事項 

(0) 総務 

委員長 それでは、続きまして会議日程３、「経過報告・連絡・依頼事項」 に移り

ます。 

（0）総務より説明をお願いします。 

検討部会 資料に基づき、進行計画のスケジュール確認を説明。 

(1) 教育計画検討部会１ 

委員長 つづきまして、「（１） 教育計画検討部会１」より説明をお願いします。 

検討部会 資料に基づき、統合中学校における学校行事案について経過報告。 

 

(2) 教育計画検討部会２ 

委員長 つづきまして、「（２） 教育計画検討部会２」より説明をお願いします。 

検討部会 資料に基づき、「校則」や「生活のめあて」について経過報告。 

(3) 施設資料検討部会 

委員長 つづきまして、「（３） 施設資料検討部会」より説明をお願いします。 

検討部会 資料に基づき、統合４中学校の学校備品や内海中学校の改修案について経

過報告。 

(4) 学校運営検討部会 

委員長 つづきまして、「（４） 学校運営検討部会」より説明をお願いします。 

検討部会 口頭にて、閉校記念誌及び記念品について経過報告。 

(5) 生活活動検討部会  

委員長 つづきまして、「（５） 生徒活動検討部会」より説明をお願いします。 
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検討部会 資料に基づき、学校指定用品について経過報告。 

(6) 地域課題検討部会 

委員長 つづきまして、「（６） 地域課題検討部会」より説明をお願いします。 

検討部会 現在予定はありません。 

(7) その他 

委員長 つづきまして、「（７） その他」について、事務局より何かありますか。 

事務局 事務局の方から２点お願いします。まず、１点目です。 

皆様のお手元に「委員の皆様へ」という第１回の再編委員会の会議録の確認

をお願いします。修正等ありましたら、学校教育課まで FAX 等でお願いしま

す。 

続きまして２点目です。２点目は皆様に協議をお願いしたい点です。 

会議の開始時刻についてです。前回の再編委員会の中では、開始時刻を 15

時 30 分からとさせて頂いきました。皆様のお仕事等の都合を考えて当初

15 時 30 分に設定しましたが、どうしても議題によっては長くなる場合も

ありますし、前回みたいに終了時刻が 17 時 40 分とたいへん遅くなる場合

もあります。できましたら事務局案として、開始時刻を 40 分早くして、14

時 50 分に開催をしたいと考えています。ご協議よろしくお願いします。 

委員長 事務局より提案がありまして、15 時 30 分から会議を開催しておりますが、

次回から、14 時 50 分に開催したいという提案であります。委員のみなさん

どうでしょうか？ 意見はございますか？ よろしいですか？ 

委員長 それでは、ご意見が無いようですので、事務局の提案通り、次回の会議か

ら開始時刻を 14 時 50 分からとすることに賛成の方の挙手をお願い致しま

す。 

（挙手全員） 

委員長 挙手全員でありますので、事務局の提案のとおり「次回開始時刻を１４時

５０分から」とさせていただきます。 

それでは会の進行を司会にお返しします。 

４ 熟 議 

(1) 今後の南知多町における学校教育 

教育部長 

（進行） 

議事進行ありがとうございました。それでは、つづきまして、会議日程４ 

「熟議」に入ります。 

事務局より説明をお願いします。 

事務局 再編委員会としての議論の「大きな」方向性を示していただく、という目

的の「熟議」です。前回は時間不足で、十分行えなかった。 

今回も時間の都合上、「今後の南知多町における学校教育」について各委員

のみなさんに記入用紙に記載を依頼。併せて３月２８日に実施する生徒準備
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委員会に出席する代表生徒の皆さんへのメッセージを依頼。 

教育部長 

（進行） 

委員のみなさまにおかれましては、長時間ご協議していただきまして、あ

りがとうございます。 

 次回の再編委員会の日程は、５月１８日（水）午後２時５０分より町総合

体育館２階の第 2、第 3 会議室で開催いたします。 

それでは、本日の第２回目の再編委員会はこれで終了といたします。長時

間にわたり熱心にご審議いただきましてありがとうございました。 

 


