
【北鹿浜小学校と鹿浜西小学校の統合地域協議会】会議概要 

会 議 名 北鹿浜小学校と鹿浜西小学校の統合地域協議会第７回全体会議 

事 務 局 学校運営部学校適正配置担当課 

開催年月日 令和２年１１月１６日（月） 

開 催 時 間 １９時００分～２０時０８分 

開 催 場 所 北鹿浜小学校体育館 

出 席 者 

（敬称略） 

【統合地域協議会委員】 

・北鹿浜小学校 

 渡邉 淳子、矢部 俊久、添田 陽子、石塚 祐二、鹿浜 武夫、 

矢萩 惠一、本庄 一広、鹿俣 昇、新井 雅晶 

・鹿浜西小学校 

 野辺 陽子、鈴木 健治、野辺 慎一、鈴木 三枝子、高橋 進、 

竹内 桃子、山下 宗孝、瀧 満裕 

【足立区】 

 学校改築担当部長 田中 靖夫、学校施設課長 臺 富士夫、 

 学校改築係長 黒田 利洋、学校改築係主任 羽鳥 奈生子、 

 建築第二係長 齋藤 実、建築第二係主任 和泉 景子、 

 学校適正配置担当課長 五十嵐 隆、適正配置担当係長 斉藤 進、 

大高 隆寛、適正配置担当係員 大山 勝也 

 株式会社ニュージェック ２名 

会 議 次 第 別紙のとおり 

資 料 

１ 次第 

２ 委員名簿 

３ 統合新校の校名案一覧（件数順）【資料１】 

４ 統合新校の校名案の応募結果（件数順）【資料２】 

５ 校名案絞込み（案） 

６ 校庭計画の報告 

そ の 他 

・ 傍聴者はなし 

・ 次回は令和３年１月２９日（金）の午後７時から鹿浜西小学校の体育

館で開催予定 
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（審議経過） 

（１）校名案の一次選考について 

○渡邉議長 

  今、事務局から説明があったように、本

日は応募があった２０９案の中から５点

程度を上限に最終選考に残す案を選ぶと

いうことです。何かご意見、ご質問はあり

ますでしょうか。 

○野辺（慎）委員 

  鹿浜北西が１位ということで、この統合

地域協議会は北鹿浜小学校と鹿浜西小学

校の統合地域協議会ということで案内を

いただいているが、鹿浜西小学校の方が少

し古く、北鹿浜のほうが新しいので、鹿浜

北西というのであれば、私は鹿浜西北を一

つの案として提案します。 

○鹿浜委員 

  校名案絞込みで１７案があるが、どのよ

うにして絞ったのでしょうか。絞った人は

誰ですか。会長ですか。 

○野辺（陽）会長 

  私一人ではなく、私と渡邉会長職務代理

の二人でかなりの時間をかけて選んだん

ですが、もちろんこの中から選ばなければ

いけないというわけではなく、今も鹿浜西

北はどうかという意見があったように、他

に案があれば出してくださいということ

を今、説明しようとしていたところです。 

○鹿浜委員 

  では他の案を言ってよろしいですか。鹿

浜西と北鹿浜が合併する。今、野辺委員が

言ったように、鹿浜西の方が古い、北鹿浜

の方が新しいというものではなく、北と西

を取れば、鹿浜小。西と北を取れば鹿浜小

学校という形でいけばお互いに一番良い

のでは、というのが私の意見です。 

  この校名というのは、子どもたちの履歴

に残るんです。どこに行っても履歴書には

必ず何々小学校、何々中学校、何々高校と

いうふうに履歴になるので、ぜひ、やはり

校名というのはそんな簡単につけるもの

ではないというのが私の考えです。それと

もう一つ。私の母校の鹿浜小学校が、変な

名前をつけられた。五色桜小の地域は椿。

五色桜というと、島、糀屋、古内、堀之内。

その地域が五色桜に関連があるんです。名

前をつけて、子どもたちは全然分からない

で五色桜小と言っているけれども、言葉が

分かっている大人に聞きますと、なぜあそ

こが五色桜なんだと。五色桜には全然関係

ないじゃないかと。やはり子どもたちに歴

史を教えるのも、我々大人の責任ではない

かと思っています。そういうことを汲み取

りながら校名というのはつけていただき

たいなと思います。 

  役所の関係者は定年がくればいなくな

る。転勤してしまう。我々は地域に残る。

骨を埋めるんです。子どももいます。子ど

もはその地域でずっと残って住んでいま

すので、ぜひそういう、何と言うか、変な

校名はつけてもらいたくないなと思って

います。以上です。 

○矢萩委員 

  特にこれというのはないんですが、今、

歴史のことがちょっと話に出ましたので、

この地域は北鹿浜です。だからこの場所に

合っているとすれば、北鹿浜が一番相応し

いと一瞬考えたんです。ところが北鹿浜と

鹿浜西が一緒になるので、片方だけ取るの

はまずいだろうと。それで困っているんで

すけれども、場所としては北鹿浜がいいか

なと。ただ、この場所は北鹿浜の更に一番

外れで、ついそこの酒屋さんぐらいまで家

があったんだけれど、その後は全然家が無

く、沼地、田んぼだったんです。昔はそう

いう場所。それともう一つは、未来に向け
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ていい名前をつけたいなと思います。 

○渡邉議長 

  ありがとうございました。他にございま

せんでしょうか。今、案として出ているの

は１７案の他に鹿浜小学校、鹿浜西北小学

校、北鹿浜小学校で、全部で２０校が挙が

っています。その中から５校ぐらいを選ぶ

ということでよろしいでしょうか。それと

ももうちょっと待った方がいいとか、ご意

見があれば伺いたいと思いますが。今日決

定ではありませんので、今言った２０校の

中から５校程度を選出していくというよ

うな形になるかと思うんですが、どのよう

にしましょうか。挙手にしましょうか、そ

れとも個々に。 

○鹿浜委員 

  聞いていったらどうですか。大事なこと

なんだから。 

○渡邉議長 

  では順に、野辺委員からお願いします。 

○野辺（慎）委員 

  どういう校名がいいって言っちゃって

いいんですか。 

○渡邉議長 

  ５校に絞りますので、今言った１７校プ

ラス３校。この紙に書いてある１７校の他

に今出ました名前が、鹿浜西北小学校、鹿

浜小学校、北鹿浜小学校ということで、足

しますと２０件になるかと思いますが、そ

の中で絞るということでよろしいかどう

かのまず決を採りたいと思います。この中

から選ぶということでよろしければ挙手

をお願いしたいんですが、いかがでしょう

か。この中で５校、６校を選ぶということ

でよければお手を挙げていただきたいん

ですけれどもよろしいでしょうか。２０校、

今出ている中から選ぶということです。ま

ず５校を選ぶということについて、この中

から絞るということでよろしいかどうか

をまずちょっと確認させていただきたい

と思いますので、それでよろしければお手

を挙げていただければと思います。よろし

いでしょうか。 

（多数挙手あり） 

  では恐れ入ります。この中から５つない

し６つとか絞りたいと思いますが、ご意見

をちょっと伺いたいと思いますので、野辺

委員のほうから。 

○野辺（慎）委員 

  絞った案を言えばいいんですか。ではな

くて、５校なり６校の絞り方を提案すれば

いいんですか。 

○鹿浜委員 

  消していった方がいいんじゃない。その

方が早いんじゃない。 

○渡邉議長 

  それでよろしいですか。 

○鹿浜委員 

  そっちの方が早いよね。一つ一つ選ぶん

じゃなく、こんな名前はダメだというのを

消しちゃったほうがいいんじゃない。 

○野辺（陽）会長 

  私が思ったのは、ここに１７校、それと

３校を足した２０校の中で自分がこれか

これかこれかこれが良いと思ったものを

丸するなり何なりして、集めてみると多い

順で決まっていくと思うんです。ここで何

がいいというのはすごく言いづらいし、自

分の案が入っていたりするとまた言いづ

らいので、この紙に丸をするというのはど

うですか。 

○渡邉議長 

  いかがでしょうか。皆さん、よろしいで

しょうか。 

○鹿浜委員 

  もう一ついいですか。これで決めるのは、
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役所は関係ないんですね。公募でいいんで

すよね。役所の希望はいいんですね、別に。 

○五十嵐課長 

  最終的には学校名ですから、議会で条例

で決定になります。議会に提案するのは区

長になります。最終的にはここで絞っても

らって、それがそのままいくのが一番理想

です。 

○鹿浜委員 

  では万が一、我々のこの協議会でこの校

名に決めましょうと。それで区に持ってい

って、議会にかけて、これではいけないと

なったらどうなるのか。 

○五十嵐課長 

  議会でこれはダメだというのがあった

ら、そのままにはならないですね。まだ名

前は決まらないということになります。 

○鹿浜委員 

  じゃあ公募する必要ないじゃん。意味な

いじゃん。公募して決めるんでしょ。で、

我々が決めて、これでお願いしますと決め

るじゃないですか。で、区に持っていって、

議会に諮って、この校名ではいけないとい

ったのでは我々が決める意味がない。 

○五十嵐課長 

  今まで議会で否決なんていう話は、今の

ところないですね。 

○鹿浜委員 

  今のところはないけれど、あるかもしれ

ないんでしょ。 

○五十嵐課長 

  まあ、可能性はゼロに近いと思います。

地域の方々が選んだ名前ですので。あとう

ちで投票表紙を用意しているのは、白紙で

一人３つまで書けるのは用意しています。 

○渡邉議長 

  それでしたらその用紙をいただいて、今

日は皆さんに書いていただいて、集めて、

上位５校というような形で。それでよろし

いですか。では今日は紙をいただいて、帰

りまでに書いて出してもらってというよ

うな形で大丈夫でしょうか。 

○五十嵐課長 

  ちょっと時間を中断して、その場で集計

とかしますが。 

○渡邉議長 

  今、ちょっと時間をいただいて。 

○五十嵐課長 

  今のところ３つまで書けるようになっ

ていますけれども、一人一人がいくつまで

書くかということだけ決めていただいて。 

○渡邉議長 

  今の話なんですけれども、何校まで書く

かということで皆さんご意見を。いかがで

すか。３つということでよろしいですか。

では３校を今から書いていただくという

ことで。 

（投票用紙配付） 

○渡邉議長 

  名前は無記名ということでよろしいで

しょうか。 

○鹿浜委員 

  無記名で書くのか。名前は書いたほうが

いいんじゃないの。 

○渡邉議長 

  では名前の記入をお願いします。 

（校名案記入） 

 

（２）統合新校舎の校庭計画について 

○渡邉議長 

  よろしいでしょうか。先に進めてよろし

いでしょうか。では続きまして、今集計し

ますので暫くお待ちください。その間に先

に次の議題に移らせていただきたいと思

います。（２）統合新校舎の校庭計画につ

いて、前回までの会議での検討内容の報告
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と併せまして、担当する学校施設課から説

明をお願いしたいと思います。よろしくお

願いします。 

○齋藤係長 

  では私、齋藤のほうから説明させていた

だきます。資料としてはお手元にあるＡ３

横の資料になります。こちらが、統合新校

が予定されている旧鹿浜中学校の敷地に

なります。まず北側が校舎棟というふうに

書かれています。その校舎棟の中身につき

ましては、前回６月の協議会において決定、

了承をいただき、１１月の６日に近隣の皆

さまにその設計内容のご説明をいたしま

した。で、その南側がグラウンドという形

でございます。まずは敷地の周囲。北側と

東側。こちらにつきましては公共歩道がな

い部分に自主管理歩道というふうに書か

れているんですけれども、こちらは学校の

敷地をセットバックするような形で歩道

を設置します。こちらにつきましてはあく

までも公共歩道ではなく、学校管理の歩道

といった形で設置をしていく予定でござ

います。それと後は門関係でございますけ

れども、まず北側につきましては、東側に

給食用搬入用門、それの西側にメンテナン

ス車両用門ということで約２台、駐車スペ

ースを確保しております。生徒の正門とい

たしましては、敷地の中央、西側と東側に

西正門、東正門というふうな形で門を作っ

ておりまして、こちらから入っていただい

て、校舎棟の中央の昇降口から校舎へ入っ

ていただくというような計画でございま

す。それと東の正門の上に学童保育室です

とか、あと子育てサロンというようなもの

を予定しております。それと西正門の北側

のところにつきましては、体育館の休日利

用の門ですとか、駐輪場を用意しておりま

す。それと南側につきまして、南通用門を

予定しております。それとあとは南側がグ

ラウンドでございます。まずグランドとい

うふうに書かれている部分につきまして、

まず仕上げとしては人工芝を予定してい

ます。理由といたしましては、メンテナン

スが容易であるということ。それと事前に

グラウンドのラインが引いておりますの

で、学校さんの手間がかなり省略できると

いうこと。それとあとは周囲の対策として

砂塵が立たないこと。あとは校庭のメイン

の舗装というような形で人工芝で考えて

おります。それの西側。ハードコート舗装

というふうな形で、バスケットボールや一

輪車に適している舗装を計画しておりま

して、ここの部分につきましては車両の乗

り入れができるような形。それとあとは飲

食も可になります。それとあとは限定的だ

が、こちらの部分につきましては火気の使

用ができるという計画で、約６００平方メ

ートル程度あります。それの下側。ゴムチ

ップ舗装。こちらについては生徒の遊具で

すね。例えばジャングルジムだとか鉄棒、

雲悌、登り棒。ある部分につきましてはゴ

ムチップ舗装、柔らかい舗装になりますの

で、クッション性があって万が一落ちたり

しても最小限で済むような、影響のないよ

うな形で考えております。それとグラウン

ドの南側なんですけれども、可動テントと

いうことで、イメージとしては、右側の一

番下ですね、可動テントイメージ、夏場の

強い日差しの際に広げて使用できるよう

なものを検討しております。それと災害対

応の設備ということで、西側の一番上です

ね、マンホールトイレ。こちらイメージと

しては右側の一番上のところ。通常はマン

ホールの蓋だけあって、何か有事の際に、

そこに例えばテントですとか、ここの部分

は駐輪場になりますので、駐輪場のところ
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に普段は壁を収納して、有事の際は引き出

して使うような、間仕切りとして使うよう

なマンホールトイレを予定しております。

それと校舎の南側。かまどベンチというふ

うな部分なんですけれども、イメージ図の

真ん中ですね。普段はベンチとして使用し

て、有事の際はそのベンチ部分を外してか

まどを置くような、煮炊きができるような

ものを考えています。それとあとは西側の

ハードコートの左側ですね。こちらは体育

倉庫と屋外用のトイレを設置いたします。

それとあとは自然観察エリアというよう

なことで、１．４メートル×１．２メート

ルの池と稲作体験のできる田んぼという

ようなことで計画しております。こういっ

た形で外構計画を考えておりまして、今日

は皆さんにご了承をいただければ詳細な

設計に入りたいと思っております。よろし

くお願いします。 

  この裏面なんですけれども、南西の方か

ら見た鳥瞰図になります。先程平面図で説

明した部分と、あと敷地の周囲に防球フェ

ンスを囲って、ボールが表にいかないよう

に配慮をいたします。こちらの部分、メイ

ンのグラウンドは人工芝、緑の部分ですね。

あとは青い部分がハードコート舗装とい

うようなことになります。人工芝の部分に

つきまして、１周１５０メートルですね。

６コースのグラウンドと、あとは直線とし

て５０メートルの走路。それとあとはメイ

ンサッカーのゴールということで、７３メ

ートル×４０メートルのグラウンドを予

定しております。簡単なんですけれども、

説明としては以上になります。 

○渡邉会長職務代理 

  只今、学校施設課から校庭計画について

の説明がありましたが、何かご意見、ご質

問はございますでしょうか。 

○鹿浜委員 

  車両はどこから入るんでしょうか。 

○齋藤係長 

  まず車両が入る門といたしましては北

側のところですね。北側の左側、メンテナ

ンス車両用門という形で、例えば学校の修

理をする業者の車だとかそういった車を

入れるために約２台入れております。それ

と右側の方に日常の給食の搬入･搬出の車

両の門を築いております。それとあと校舎

の１階の西側に保健室がございますので、

例えば気分が悪くなった生徒がいらっし

ゃって、救急車を呼ぶような事態になった

場合がありますので、西正門から保健室ま

での間は乗り入れができるような形。それ

とあと身障者用の駐車場が１台というこ

とで、西正門の方に１台配置しています。

それとあと緊急時。例えば震災ですとかそ

ういったときにどうしても車で乗り付け

る場合も出てくると思うんですけれども、

そこの部分につきましてはこのハードコ

ート舗装、約６００平方メートルあるんで

すけれども、こちらを利用できるような形

で設計しております。６００平方メートル

ありますので、相当な車両台数が停められ

ます。 

○鹿浜委員 

  実際にここは避難所に当然なるわけで

すよね。すると万が一のときに、前回も言

わせていただいたんですけれども、やはり

年寄りというのは体が不自由な人とか何

かを連れてくるときには必ず車で来るん

ですよ。そうなると車両は多く停められる

ような形を取ってもらったほうが良いん

じゃないかと思います。こちらにそういう

ときに、万が一の緊急のときに人工芝の上

は車停められるんですか。 

○齋藤係長 
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  通常時については当然車の乗り入れは

不可という形で。 

○鹿浜委員 

  通常はそうなんですけれども、緊急時は

どうですか。 

○齋藤係長 

  緊急時は止むを得ない場合、例えばハー

ドコート舗装の上以上の車両が入った場

合は人工芝の上を入っていただくと。 

○渡邉議長 

  ありがとうございました。他にございま

すでしょうか。よろしいでしょうか。 

○矢萩委員 

  島町会の矢萩でございますが、学校のど

こかにスタンドパイプをいくつか格納す

るか、またはＤ級ポンプを置いておけるよ

うなスペースを確保できないでしょうか。

というのは、島町会は一番南の端にある氷

川神社に防災倉庫が置いてあって、そこに

スタンドパイプがあるが、ここに来るまで

歩いて１０分、１５分くらいかかってしま

うんですよね。向こうから持ってくるわけ

にも行かないので、こちらのほうにも基地

を設けたい。ただ、私有地にポッと置くわ

けにもいかないので、校舎の一角を、例え

ば外向けに扉をつけていただいて、そこに

スタンドパイプを入れて、いざというとき

に地域の人が来てスタンドパイプを持っ

ていって消火するとか、そういうのも入れ

て欲しいという希望があります。ぜひどこ

かへ。もしどうしてもダメだというのであ

れば、校舎の中にそういう小屋だとか。そ

うすると鍵が二重になってしまうので、動

きが遅くなるので、できれば校舎の壁の外

側にですね、歩道に面して。そういう防災

用品を入れるスペースをつけてもらえる

とありがたいんですが。 

○齋藤係長 

  倉庫といたしましてはここの図面の中

にはないんですけれども、校舎棟の北側に

外用の備蓄倉庫というものを用意してい

るんです。学校の方で将来どのようなもの

が入るかというのは想定していないんで

すけれども、その中で空き具合を見て学校

と協議をいただいて、そこのところに置く

であるとかそういったことは可能である

と思います。 

○矢萩委員 

  校舎棟に倉庫を置かせていただくとい

うのは決まっているんですが、もう少し使

いやすいように、校舎の歩道に向けて扉が

開くような形であるといいのかなと。とい

うのは、鹿浜中学校に建てるわけですよね。

で、鹿浜中にはなかったんですけれども、

西新井中学校には生徒の消火隊というの

があるんですよね。だからＤ級ポンプが学

校の中なんですけれども、そういう動きが

どんどん広がってきているところなんで

す。ただ小学生にやれというわけにはいか

ないんですけれども、そういう校庭スペー

スのところにいつでも使えるような、そう

いう非常用のものがあると地域の人は非

常に助かるので、ぜひご検討をお願いした

いんですけれども。 

○齋藤係長 

  設置場所とか今どこそこというふうな

形はないんですけれども、検討したいと思

います。 

○渡邉議長 

  ありがとうございました。他にはいかか

でしょうか。 

○石塚委員 

  確認なんですけれども、このゴムチップ

舗装のところは、仕様はハードコートと同

じ仕様と考えてよろしいのでしょうか。 

○齋藤係長 
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  ゴムチップ舗装のところについては基

本的にゴムですので、やはり火気の使用は

できないということになります。飲食とい

う部分についても、例えば事前にビニール

シートとかを敷いていただいたりとか、そ

うすれば当然このゴムチップ舗装のとこ

ろでは対応はできますので、まあ臨機応変

にというか、実際の使い方の中ではそうい

った部分というのは、やられている学校も

アンケート上ありますので、そういったこ

とでご検討いただければというふうに思

います。 

○渡邉議長 

  他にございませんでしょうか。では今出

ました極力車両を停められる校庭、それと

スタンドパイプの格納の場所。その辺のと

ころを検討していただいて、進めていただ

けたらと思います。一応今日はそういうこ

とでよろしいでしょうか。 

○矢萩委員 

  車の乗り入れについて、いざというとき

には、西正門と東正門の両方から入るとぶ

つかってしまうので、多分一方通行になる

と思うんですね。イメージとしては、菜の

花中ですか。菜の花中ではどちらかから入

って同じコースに抜けてますよね。そうい

うイメージでいいんでしょうか。これちょ

っと細くなっていて車がすれ違えるかど

うかちょっと不安があるようなところが

あって。広く取ったほうが流れがいいし。 

○齋藤係長 

  基本的にこの黄色い部分、通常西正門と

東正門から入る生徒の通路というふうな

形で考えているんですね。ですので通常こ

このところには車両は、例えば先程説明し

たところの保健室ですね。保健室までの例

えば救急車両だとかそういったものを念

頭に置いています。あとは緊急時について

は当然人工芝を通るということも止むを

得ないと思いますので、そういった形で対

応して、なるべくグラウンドとして使える

部分をちょっと広くしたいと考えていま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

○新井委員 

  ちょっと伺いたいと思いますが、鹿西小

のところにはサーチライト（ナイター照明

のこと）がついていますよね。あれはどの

くらい使用頻度がございますでしょうか。 

○瀧委員 

  毎日ほとんど使っています。 

○新井委員 

  ほとんど毎日、夜間使っているというこ

とでしょうか。これだけ広いグラウンドで、

素晴らしいグラウンドなので、もしかした

らちょっとこういう６時になってしまう

と真っ暗になってしまいますので、ライト

が屋上にもしつけられるのであれば、皆さ

んも使いやすいかなと思ったんですがど

うでしょうか。 

○齋藤係長 

  ナイター照明につきましてはお手元の

図面にはないんですけれども、外周の防球

ネットの柱を利用して等間隔で、今、鹿西

小とかで使っているものと同様の明るさ

になるのかな、それと同じような明るさの

ものは設計の中で考えておりますので。 

○渡邉議長 

  よろしいですか。では今まで出た話を検

討していただいたうえで校庭計画の図面

を決定していきたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

（拍手あり） 

  ありがとうございます。それでは集計の

方は出ましたでしょうか。 

○大高係長 

  今、集計結果が出たものを印刷してから
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お配りしますので、もう少しだけお待ちく

ださい。 

○渡邉議長 

  ではその間に先に進めますが、新校舎の

校庭計画についてご意見や確認しておき

たいことはよろしいですか。 

○鹿俣委員 

  心配なんですけれども、拍手の後で申し

訳ないんですけれども、メンテナンス車両

が２台停まるようなスペースなんですけ

れども、これもうちょっと、メンテナンス

する体育館の改修はまだまだ先になると

思いますが、もうちょっと広いほうが何か

と便利かなと思ったんですがいかがでし

ょうか。 

○齋藤係長 

  台数につきましてはもうちょっと広く

取れるかどうかまた検討したいと思いま

すが、２台では足りないというような感じ

なんでしょうか。 

○鹿俣委員 

  場合によってはちょっと３、４台入った

りなんかすることもあるかなと。 

○齋藤係長 

  あとは給食用搬入用門がその右側の方

にあるんですけれども、ここのグレーの部

分は緑化ではなくてアスファルトの舗装

等になりますので、ここについては、給食

とかち合わない場合については車両を置

けるのではないかと。 

○鹿俣委員 

  給食とかち合わなければということで

すが、かち合うときもあるかなと、今まで

の学校の、私も校長とかでやっていて、そ

のあたりが心配なんで。 

○齋藤係長 

  この緑の部分。建物の外周の緑の部分に

一応緑化というようなことで考えてます。

この緑化につきまして、面積が条例で敷地

に対して何割というふうな形で決まって

いまして、それに削れるかとかといった観

点の中でここの部分が広げられるのかど

うかというのは検討したいと思います。 

○山下委員 

  この前ご説明があったかもしれません

が、ご説明していただきたいんですけれど

も、今緑地の話があったんですけれども、

緑地は良いんですけれども、いわゆる子ど

もたちがミニトマトであるとかヘチマで

あるとかそういった観察をする花壇なり

観察の場所というのはこの緑地帯に含ま

れているのか、それとも別の場所なのか、

その辺りを教えていただければと思いま

す。よろしくお願いします。 

○齋藤係長 

  この緑の部分に含まれています。 

○山下委員 

  ではそういうところは、設置は可能です

か。これからですか。 

○齋藤係長 

  そうですね。設えなどはこれからですの

で。 

 

（１）校名案の一次選考について（続き） 

（投票結果配付） 

○渡邉議長 

  では校名案について、投票結果が出たよ

うです。鹿浜西北８票、鹿浜未来６票、鹿

浜５票、鹿浜北西４票、鹿浜北星４票、鹿

浜獅宝４票、鹿浜バンビ２票、鹿浜青空２

票、鹿浜北斗２票。今、９件にここで絞れ

たわけなんですが、こちらの９件をそのま

ま残しますか。それともここから５校とか

に絞りますか。いかがいたしましょうか。

ご意見いただきたいと思います。 

○野辺（慎）委員 
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  ２票というのは少ないので切ってしま

って、上の４票以上を残してはどうでしょ

うか。 

○渡邉議長 

  今の意見は７、８、９を切って、１から

６を残してはどうかということですが、ど

うでしょうか。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

  では１番、鹿浜西北。２番、鹿浜未来。

３番、鹿浜。４番、鹿浜北西。５番、鹿浜

北星。６番、鹿浜獅宝。ここまでで最終候

補とさせていただきたいと思います。こち

らのほうで、全てよろしいでしょうか。次

回はこの中からまた決定していくという

ような形でよろしいですか。 

  それでは全ての議題が終了しましたが、

皆さんのほうからご意見等今のうちに確

認しておきたいことがございましたら。よ

ろしいですか。 

  それでは本日の議題は全て終了いたし

ました。ご協力ありがとうございました。

進行を司会の矢部副会長にお戻しします。 

（議事終了） 

 

以上 


