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第7回有田市立中学校統合準備委員会 議事録（要点筆記） 

日 時 令和 3年 2月 12日（金） 

 19:00～19：30 

場 所 有田市民会館 第１会議室 

役職  氏 名 出 欠 役職  氏 名 出 欠 

保護者代表 
伊藤 房次 

（副会長） 
○ 地域代表 花野 仁志 ○ 

保護者代表 岡田 智克 ○ 教職員代表 江川 裕章 ○ 

保護者代表 岩﨑 昌司 ○ 教職員代表 川嶋 啓生 ○ 

保護者代表 豆塚 智江 ○ 教職員代表 丸谷  昌 × 

保護者代表 仲二見 誠 × 教職員代表 井上 寿子 ○ 

保護者代表 小林 義明 ○ 教職員代表 松本 吉晴 ○ 

保護者代表 田中 清寛 × 教職員代表 関   大悟 ○ 

保護者代表 淺井 宏吉 ○ 有識者 
伊藤 隆教 

（会長） 
○ 

保護者代表 川島 寿哉 ○ 有識者 脇村 重徳 × 

保護者代表 阿部 朋寛 × 有識者 藤本 禎男 ○ 

保護者代表 中村 行男 ○ 教育長 前田 悦雄 ○ 

地域代表 
中本  満  

（副会長） 
○ 教育委員 栗山 博子 ○ 

地域代表 木村 武弘 ○ 教育委員 狗巻 孝幸 ○ 

地域代表 中井 宏幸 ○ 教育委員 伊藤 嘉史 ○ 

地域代表 川口  隆 ○ 教育委員 中尾 忠弘 ○ 

地域代表 久保 雅紀 ○ 市（経営管理部長） 嶋田 博之 ○ 

地域代表 嶋田 淳 × 市（経済建設部長） 河野 孝司 ○ 

地域代表 児嶋 陽徳 ○    

事務局出席者 
教育次長：谷輪吉伸 教育総務課長：伊藤正人 教育総務課主幹：筋原 章 統括指導主事：森 元 

総務係長：田中康元  主事：上野山倖平 主事：上野山富貴  専門教育監：御前充司 

１．開会 

事務局    時間となりましたので、ただいまから第7回有田市立中学校統合準備委員会を開催いた

します。 

       本日、脇村委員より欠席の届けが出ております。 

       それでは、続きまして、教育長より挨拶を一言よろしくお願いします。 

 

２．教育長挨拶 

教育長    本日はたいへんご多忙の中、また、お昼間お疲れのところ第７回になります有田市立中

学校統合準備委員会にご出席いただき厚くお礼申し上げます。私は、昨年１２月１日付け

で、教育長に就任させていただきました前田悦雄と申します。田中前教育長が描き続けた
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想いを継承しつつ、私なりに工夫を凝らしながら、素晴らしい学校を創っていきたいと思

います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

さて、私も、学校に勤めておりました関係から、中学校統合については、興味があり、

ホームページでこの統合準備委員会の会議録や統合ニュースから情報を得ていました。箕

島中学校を最後に退職したものですから、初めは箕島中学校の名が消えることに対しては、

残してほしいという想いもありました。しかし、将来この有田市を担っていく人材を育て

るためには、未来に向かって新しい校名で進んで行くことが良いのではと感じるようにな

りました。就任に当たって改めて議事録を一から読ませていただきました。活発な議論が

なされ、皆様の子供たちを想う気持ち、子供たちのために良い学校にしようというような

想いが伝わってきました。本当にありがとうございました。 

新校舎の設計に関しても何度か説明を受けている中で、この会議でこんな意見が出たの

か、これに反映されているなというようなことが随所に説明を受け、この会議で色々な議

論がされているなということを思いました。 

私なりにも長年学校に勤めていた経験上、子供たちは思わぬところでけがをします。大

人にとってこれが普通なのにといったところでけがをすることも多いです。そういう意味

でも、そういうところをしっかり見ながら、今後、細部にわたって詰めていき、すばらし

い校舎ができればというふうに思っております。 

本準備委員会の設置要項４条によりますと、委員様の任期は委嘱または任命の日から検

討事項を完了するまでということになっており、引き続きお願いしたいところですが、Ｐ

ＴＡの役職の都合上または各自治会の取決め等で今回、交代されるという方もいらっしゃ

るということを聞いております。残念でございますが退任される方につきましては、２年

間または１年間本当にすばらしい議論いただきましてありがとうございました。退任後も

引き続き違った角度から有田市を担う子供たちのために、様々な御意見や御助言を頂けれ

ばありがたく思います。本当にありがとうございました。 

本日は、校章の選定について、または通学路、新校舎の進捗状況について説明があると

思います。審議のほどよろしくお願い申し上げて挨拶といたします。 

事務局    ありがとうございました。 

       それでは、会長、議事進行をよろしくお願いします。 

 

３．議事 

会長     それでは、議事に入りたいと思います。 

       １番目の校章の選定について、進路推進部会から説明等お願いできますか。 
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委員     失礼します。推進部のほうから校章の選定についてお話させていただきます。 

       前回、推進部会のほうで５つのデザインを選定しました。それをリファインしていただ

いたものが皆さんのお手元に届いていると思います。本日は、それの中から１点に絞って

いただきたいと思います。 

       なお、作品のデザインの解説欄に、またはコメント、思い等につきましては、皆さんも

一通りお目を通していただいていると思いますので、本日はよろしくお願いします。 

会長     ただいま推進部長さんから若干の説明がありました。皆さん方のお手元には既に５つの

校章の見本があろうかと思います。それで今日はその中の１つに決定をすることになって

おります。 

       校章の決定につきましては、１番から５番までで１つだけ挙手でお願いできますか。

１つの決定が過半数に満たない場合は、上位２つで決戦ということでお願いしたいと思う

のですが、いかがでしょうか。 

（一同異論なし） 

       それでは、そういう方向でお願いします。 

会長     【１番】 （挙手２人） 

会長     【２番】 （挙手１１人） 

会長     【３番】 （挙手９人） 

会長     【４番】 （挙手５人） 

会長     【５番】 （挙手２人） 

会長     過半数を満たしていないですね。一番多かったのは２番、その次に３番、先ほど申し上

げたように、この２つでどちらかに挙手をお願いできますか。 

会長     【２番】 （挙手１９人） 

会長     ２番が多数ということで決定ということになりました。ありがとうございました。（拍

手） 

       続きまして、議事の２番、通学路整備等に関する進捗状況について説明をお願いします。 

事務局    それでは、私のほうから通学路について説明させていただきます。 

       資料はありませんが、前回からの進捗状況について報告いたします。 

       １月１４日に市役所内で連絡会議を開き進捗状況の確認をしております。 

       まず、初島地区については、来年度の予算を申し上げます。先行統合の関係もあり、防

犯灯の整備とグリーンベルトの整備、ＪＲ利用の際の自転車置場の設置を予定しておりま

す。 

       防犯灯については、森モータース裏から登尾製材前の饅頭山付近の暗い箇所、箕島球友
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会寮裏手の畑の中の道路と丸菱旅館から奥地区へ抜ける道路に、自治会とＰＴＡから要望

が頂いた場所に設置を予定しております。 

       続きまして、ＰＴＡから要望があったグリーンベルトについては、市道７０８号線、初

島のＪＸＴＧの和歌山工場の第１踏切、工場の一番近い踏切から砂浜住宅の前の市道、線

路側の市道についてグリーンベルトの設置を予定しております。引く場所は線路側の方に

引かせていただきたいと思っております。 

       また、ＪＲ利用の際の自転車置場として初島公民館内の入り口付近に駐輪場を整備しま

す。 

       次に、県道についての対策を報告させていただきます。 

       まず、保田地区です。保田地区は、県道の歩道の改修を振興局にお願いしており、保田

橋の南詰から千田鳥居までの真っすぐの南北の道ですね。県道千田箕島線について、ガソ

リンスタンドの保田産業前の歩道が狭いので、そこの拡幅を要望しております。 

       もう１か所は、千田の鳥居から立神社の県道有田湯浅線の歩道の千田方面の最終地点に

ついて、歩道に段差がついたまま終わっており、自転車では上れなくなっておりますので、

その改修をお願いしております。振興局からは来年度改修を行いたいという旨の報告をい

ただいております。 

       また、同じく県道の有田湯浅線で、立神社から国道方面、ラーメン屋の清乃の前の歩道

が狭くなっている箇所については、既に改修に取りかかっていただいております。 

       あと宮原地区ですが、グリーンベルトで新町の商店街から道地区にかけ南北に通ってい

る県道の沓掛糸我線で、道選果場前から新町の商店街の県道について、ここもグリーンベ

ルトの工事を予定していると伺っております。 

       その他グリーンベルトについては、港地区の三菱電線南側の川沿いの県道についても要

望を行っております。 

       次に、国道関係について報告させていただきます。 

       港の松源前の国道４２号の交差点、新町交差点ですが、国の事業で改良していただいて

完了しております。 

       また、保田橋の北詰の付近の国道、下中島の国道４８０号線についても現在工事が進ん

でおりますのでご報告させていただきます。 

       あと、その他の初島地区や糸我地区、ＰＴＡ、自治会などから出ている国道４２号の歩

道の改修等については、国や県へ要望を行っており、昨年末に我々も振興局と国のほうへ

再度要望に行かせていただいております。 

       通学路の関係については以上で説明を終わらせていただきます。 
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会長     ただいまの説明で何かご質問、ご意見等ございましたらお願いします。 

委員     箕島神社の裏通りですが、歩道にある電信柱の位置について、建設のほうにお願いをし

て見てもらい、結局は中に入れるとしたら、どちらかの敷地に入るわけです。それ私が当

たって交渉するとは申し上げているのですが、もしどちらも駄目だったらどうするか。駅

から来るにしても、どの道を通るかというのはいろいろありますので。 

       そして今度、統合した場合、もっと交通量が増え、箕島地区ではあれが１番怖いなと思

っているところです。一応こっちのほうで地主と交渉しましょうか。 

事務局    教育委員会ではすぐお答えさせていただきにくいので、また個別にお話しをさせていた

だいて、建設課を含めて協議させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

委員     はい、分かりました。 

会長     他にございませんか。 

副会長    お聞きしたいのですが、先行統合を初島がしますよね。有田市のプランでスクールバス

を出すというのはまだ分からないですか。それを検討していただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

事務局    先行統合につきましては、スクールバス運行ということで検討しております。 

委員     今、糸我の方の国道の拡幅で、国との調整する話が出ていましたけれども、明確にどこ

からどういうふうにしているのでしょうか。 

事務局    国にＰＴＡ部会等で出た、糸我のナフコ前の歩道の整備について要望しております。 

委員     反対側はどうですか。 

事務局    反対側についても、歩道が国道の南側、住宅があるところであり、すぐには無理だと思

うのですが、国の方へ、通学点検の絡みも含めまして報告をさせていただいています。や

らせてもらいますというお返事までは頂いていないのが現状でございます。 

委員     私も小学校の地区の通学路点検で回らせてもらった中で、町内のほうでそういうことを

直すというところもあり、通学点検で意見を挙げていたものについては、今回とは関係は

ないのですか。 

事務局    そうですね。ここでは統合の主要通学路の話だけをさせていただいておりまして、通学

路点検についてはまた個別に回答いただいたものをホームページに載せるようにして、県

や市の建設課と協議した内容をまた公表させていただきます。 

委員     分かりました。 

会長     他にございませんか。 

会長     それでは、ないようですので、次、３番目の新校舎建設に関する進捗状況につきまして

説明をお願いします。 

（保護者代表） 
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事務局    それでは、私のほうから建設に関する進捗状況を報告させていただきます。 

       前回プラン図、平面図を出して、プラン図に関しては説明させていただきました。 

       これからいよいよ工事が開始されるに当たって、スケジュールに沿って工程を説明した

いと思っております。 

       今、前に出しているのが、上から見た箕島中学校の敷地です。御存じのようにプールと

武道場のあたりへ校舎がきますので、今年の５月あたりからこの武道場とプールを解体・

撤去工事を一応予定ではありますが、始めさせていただく予定になっております。 

       大体５月、６月、７月、３か月ぐらいで解体撤去をして更地にしたいと思っております。 

       次の工程、第２期工事ですが、校舎と体育館の本体工事になります。これについては、

今年の８月ぐらいから、いきなり工事車両が入ってきたりとかそういう話ではなく、仮設

の工事をしたり、そういう準備行為を含め大体２０か月ぐらいかけて、令和５年の１月を

目標に完成させたいと考えております。 

       それでは、次お願いします。 

       校舎が完成した後、今既存の中学校、体育館の解体工事に入ります。これについてもピ

ンク色の部分だけなので、グラウンドについては､授業として使用できるかなと考えてお

ります。新校舎ができましたら、そのときに引っ越します。引っ越しした後、既存の校舎

の解体に移るという予定にしております。 

       それでは、次、お願いします。これが最終段階で第４期工事の、グラウンドの整備工事

になっております。一応線は書いているのですが、こういったグラウンド配置の計画にし

ております。 

       これは令和５年の１１月から令和６年の３月の完成を目標にしております。令和６年

４月開校というスケジュールになっております。 

       解体工事から建設工事に始まって、グラウンドで子供たちが部活動をできなかったり体

育ができなかったり、そういった教育に支障をあたえるところもあるかとは思うのですが、

その点については随時代替地を用意いたしまして、市で子供たちの送迎のバス等々は考え

ていきたいと思っております。 

       私のほうからは以上です。 

会長     ご質問、ご意見等ございますか。 

委員     ここのグラウンドですけれども、計画は今の高いほうのグラウンドの高さと同じですか。 

事務局    そうですね。おっしゃるとおり既存の校舎が今グラウンドよりは６０センチぐらいは高

くなっております。要因とすれば参道の位置です。位置が高いので、あの辺の敷地が上が

っているというところで、押し並べて平均してグラウンドをつくっていきたいと考えてお
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ります。 

副会長    武道場の解体はいつからですか。 

事務局    武道場の解体は、早ければ５月から入ると思います。 

副会長    では柔道など武道場の競技はどこでやるのですか。 

委員     柔道部、剣道部につきましては、教室内に畳を敷き、２部屋ぐらいを考えております。

それと、あと箕島高校との部活動連携もしておりますので、そちらのほうにも協力のお願

いをしているところです。        

副会長    柔道部が危なくないように考えてください。 

事務局    そういうところでもバス等々で送迎したいと考えています。 

副会長    市がバスを出すのですか。 

事務局    箕島高校機械科の体育館でと考えており、バスの借上げを来年度予算に計上しています。

例えば、小学校のグラウンドを借りたり、ふるさとの川総合公園を利用したりするクラブ

があると思うので、そこについてもバスで行くということも考えております。 

会長     他にございますか。 

副会長    本格的な工事いつから始まるのですか。 

事務局    本格的な工事は解体工事が終わった後、令和３年８月になりますね。８月ぐらいから仮

囲いが始まります。 

副会長    仮囲いから始まるのですか。 

事務局    はい、そうです。早ければ８月、９月ぐらいからの予定ですので、よろしくお願いしま

す。 

副会長    武道場とプールの解体は地元業者でできるのですね。 

事務局    はい。 

会長     他にございませんか。 

       ないようですので、次、４番、その他でお願いします。 

事務局    教育長の挨拶の中でもありましたが、来年度の委員さんの交代について少しお聞きさせ

ていただきたいと思います。 

       ＰＴＡの委員の方で来年も継続が決まっている方はいらっしゃいますか。それはまだ決

まっていませんか。 

  （「交代します」という声あり） 

（地域代表） 

（地域代表） 

（地域代表） 

（地域代表） 

（地域代表） 

（地域代表） 

（地域代表） 
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事務局    皆さん交代でよろしいでしょうか。ＰＴＡの役員会などで、またお聞きさせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

       自治会でも会長、次の会長さんは連続される方はそのままやっていただいて、替わられ

る方は次の方という格好でよろしいでしょうか。 

       また、教育長も申し上げておりましたが、長い方では２年間、または１年間、準備委員

会の委員どうもありがとうございました。できれば、替わられる際には書類等の引継ぎの

ほうよろしくお願いいたします。 

       また、新しい委員につきましては、来年度に入ってから我々の方からお聞きさせていた

だきますので、よろしくお願いします。 

会長     以上で、本日の議事が無事終了いたしました。 

       次回、机上のプリントに書かれていますように、次回の第８回委員会は、予定として令

和３年５月ごろと踏まえさせてもらえますか。 

事務局    今年度は、７月にようよう第１回目を開かせていただきました。ご存じのようにコロナ

が始まった頃で、相当慎重な開催の仕方でありました。皆さん役員が交代したり、それぞ

れのＰＴＡの会があったり、自治会の会があったり、あるいは校長会も相当交替します。

それぞれの会が落ち着いてからということにもなるので、早くて５月頃というぐらいに思

っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。 

       続いて、先ほど校章を決定しました。ありがとうございました。決定した校章について、

準備委員会ニュースでどなたの作品であるということも含めて紹介させていただきたいと

思います。 

       全部で５７０点ほどの応募いただきました。県内外から小学生から高齢の方までいただ

きました。皆さんが選んでいただいた作品は、その中でも最高齢の方でした。７６歳、田

辺市の方です。北野公一さんという方です。 

       ちなみに、１番は神奈川県の方。３番は埼玉県の６２歳の方です。４番飛ばして５番は

岡山県の３７歳の方です。４番だけが有田市の中学生です。初島中学校の生徒です。これ

を和歌山大学の先生にリファインしていただいたのですが、すばらしい才能だということ

で褒めてくださっていました。そのことも併せて紹介させていただきます。ありがとうご

ざいました。 

会長     それでは、これをもって本日の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。 


