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町田市新たな学校づくり基本計画検討会設置要領 

 

（趣旨） 

第１ この要領は、町田市新たな学校づくり推進計画（以下「推進計画」という。）に基づく新た

な学校づくりを推進するにあたり、新たな学校づくり基本計画（以下「基本計画」という。）を策

定するために必要な事項を検討する新たな学校づくり基本計画検討会(以下「検討会」という。)の

設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（設置） 

第２ 検討会は、推進計画の期間内に新たな学校づくりに着手する学校ごとに設置する。 

2 検討会の設置期間は、設置の日から検討結果を町田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）

に報告する日までとする。 

 

（検討事項） 

第３ 検討会は、新たな学校づくりに関する次に掲げる事項のうち必要な事項について検討し、そ

の結果を、教育委員会に報告する。 

（１）統合新設校の統合準備に関すること 

（２）新たな学校づくりにおける学校の施設、設備の整備等に関すること。 

（３）前各号に掲げるもののほか、新たな学校づくりに必要な事項に関すること。 

２ 検討会は、前項の規定による検討を行うため必要な範囲において、広報、調査、意見の募集そ

の他の活動を行うものとする。 

 

（組織） 

第４ 検討会の委員（以下「委員」という。）は、推進計画の期間内に新たな学校づくりに着手す

る学校ごとに次に掲げるものを持って充て、教育委員会が委嘱する。 

（１）新たな学校づくり対象校の学校運営協力者の代表 各校２名以内 

（２）新たな学校づくり対象校の保護者の代表 各校３名以内 

（３）新たな通学区域内の地域の代表 ２名以内 

（４）新たな学校づくり対象校の教職員の代表者 各校２名以内 

（５）前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者 

 

（任期） 

第５ 委員の任期は、委嘱をした日から検討会の検討結果を報告する日までとする。 

 

 （会長及び副会長） 

第 6 検討会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、第４の（４）に規定する者の中から、各１名定める。 

３ 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 
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（会議） 

第７ 検討会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて会長が招集する。ただし、会長が

選任される前に招集する会議は、教育委員会が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数の出席により開催する。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させることができる。 

 

（守秘義務） 

第８ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様と

する。 

 

（意見の聴取等） 

第９ 検討会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提

出を求めることができる。 

 

（庶務） 

第１０ 検討会の庶務は、教育委員会学校教育部新たな学校づくり推進課において処理する。 

 

（その他） 

第１１ この要領に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、会長が検討会に諮り、出席し

た委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。 

 

附則 

 

この要領は、２０２１年１２月１０日から施行する。 

 

附則 

 

この要領は、２０２２年４月１日から施行する。 
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南成瀬地区 新たな学校づくり基本計画検討会委員・事務局名簿 

 

１ 南成瀬地区 新たな学校づくり基本計画検討会 委員名簿 

選出区分 学校名・役職等 氏名（敬称略） 期間 

統合対象校の

児童又は生徒

の保護者の代

表 

（各校 3名以

内） 

南第二小学校 PTA 会長 尾上 亜也子  

南第二小学校 PTA 副会長 緑川 智美  

南第二小学校 PTA 副会長 井伊 雅  

南成瀬小学校 けやきの会会長（2021） 戸木田 陽子  

南成瀬小学校 けやきの会副会長（2021） 柴田 歩  

南成瀬小学校 けやきの会 福士 美幸 2022年 3月 9日～ 

統合対象校の 

学校協力者の

代表（各校 2

名以内） 

南第二小学校 学校運営協議会会長 中村 清史  

南第二小学校 学校運営協議会副会長 小山 優  

南成瀬小学校 学校運営協議会会長 沖 悦子  

南成瀬小学校 学校運営協議会委員 赤澤 正幸  

地域代表 

（新学区内で

2名以内） 

南成瀬ひふみ町内会副会長 上野 恵  

南成瀬中央町内会会長 小室 光恵  

統合対象校の

教員の代表 

（各校 2名以

内） 

南第二小学校 校長 隅田 克思  

南第二小学校 副校長 前田 奈緒美 
2022年 1月 24日～ 
2022年 3月 31日 

南第二小学校 副校長 山本 美生 2022年 4月 19日～ 

南成瀬小学校 校長 木下 健太郎  

南成瀬小学校 副校長 木原 伸彦  

※就任期間がないものについては、2022年 1月 24日～2023年 月末まで 

終期の記載がないものについては、2023年 月まで 

  



資料 5-2 

32 

南成瀬地区新たな学校づくり基本計画検討会 開催経過 

開催回 開催日時 会場 検討・確認内容 

第１回 ２０２２年 １月２４日 南成瀬小学校 

・新たな学校づくりに関する基本情報の共有 

・南成瀬地区の新たな学校の概要 

・検討会の検討事項及びスケジュール 

・新たな学校づくりの意見募集内容 

第２回 ２０２２年 ３月１０日 南第二小学校 

・通学路の安全対策① 

・通学の負担軽減① 

・新たな学校の運用体制 

・新たな学校施設（施設配置） 

第 3 回 ２０２２年 ４月１９日 南成瀬小学校 

・新たな学校施設（施設配置） 

・意見募集結果の確認 

・新たな学校名（案）意見募集内容 

・育てたい子ども像① 

第４回 ２０２２年 ５月１７日 南第二小学校 

・育てたい子ども像② 

・通学路の安全対策② 

・通学負担の軽減② 

・歴史の継承① 

・新たな学校施設（施設配置） 

第５回 ２０２２年 ６月２１日 南成瀬小学校 

・通学路の安全対策③ 

・通学の負担軽減③ 

・歴史の継承② 

・新たな学校の校歌・校章 

第６回 ２０２２年 ７月１９日 南第二小学校 

・通学の負担軽減④（学区外通学） 

・学校跡地等の活用（企画政策課） 

・新たな学校施設（地域開放・屋外環境） 

・新たな学校名（案）① 

第７回 ２０２２年 ８月２３日 南成瀬小学校 

・通学の負担軽減⑤（学区外通学） 

・学校統合に伴う避難施設について（防災課） 

・新たな学校施設（避難施設機能） 

・新たな学校名（案）② 

第８回 ２０２２年 ９月２０日 南第二小学校 

・基本計画検討会報告書（案） 

・通学の負担軽減⑥ 

・通学路の安全対策④ 

・新たな学校名（案）③ 

第９回 ２０２２年１０月１７日 南成瀬小学校 

・基本計画検討会報告書（案） 

・学童保育クラブ（児童青少年課） 

・特別支援学級等の設置 

・通学路の安全対策⑤ 

・学校統合時の児童への配慮 

第１０回 ２０２２年１１月１５日 南第二小学校 

・基本計画検討会報告書（案） 

・新たな学校施設の需要調査結果 

・新たな学校施設（施設整備コンセプト） 

・保護者組織や地域協働活動について 

第１１回 ２０２２年１２月 ９日 南成瀬小学校  
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第１２回 ２０２３年 １月１７日 南第二小学校  
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■町田市「学校づくり意見募集」調査報告書（南成瀬地区）（概要） 

南成瀬地区の新たな学校づくりに向けて、保護者、市民の意識や地域の実情を把握し、丁寧な検討をするた

めに実施した「南成瀬地区 学校づくり意見募集」の結果について報告いたします。 

 

1 意見募集概要【2022年 1月 26日～2月 16日実施】 

（1）意見募集の対象者等 

対象者 対象者数 
回答者数 

（回答率） 
意見提出件数 配付・周知方法 

統合対象校の児童 675 469（69.5％） 1,747 学校を通じて配布 

統合対象校の児童

の保護者 
675 255（37.8％） 1,724 学校を通じて配布 

新たな通学区域に居

住している未就学児

の保護者 

678 181（26.7％） 772 郵送 

統合対象校の教員 44 38（86.4％） 265 学校を通じて配布 

新たな通学区域内

の町内会・自治会 
7 3（42.9％） 21 

町内会・自治会 

（代表者へ郵送） 

上記以外の市民 － 1 3 ホームページ・広報紙 

合計 2,079 947 4,532  

 

（2）意見募集の設問等 

対象 設問 回答内容の活用項目 

保護者・ 

地域・ 

教員 

①学校施設の良いところ・改善してほしいところ 施設整備内容 

②南成瀬地区の地域や学校の特色 学校名、歴史の継承 

③育てたい子ども像 教育目標 

④新しい学校に期待するもの 施設整備内容 

⑤新しい学校に引き継ぎたいもの 歴史の継承 

児童 

①学校のすきなところ 学校名、歴史の継承 

②学校の中(教室や体育館、廊下など)にあったらうれしいもの 施設整備内容 

③学校の校庭（建物の外）にあったらうれしいもの 施設整備内容 
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２ 調査結果（要旨） 

（1）保護者・地域・教員 

①学校施設の良いところ・改善してほしいところ 

【主なキーワード】 

学校名 良いところ 改善してほしいところ 

南第二小学校 
・ 校庭、中庭（広い、日当たりが良いなど） 

・ 設備（トイレがきれい、廊下が広いなど） 

・ 体育施設（プールまでが遠いなど） 

・ 教室（ロッカーが足りないなど） 

南成瀬小学校 
・ 校庭（広い、日当たりが良いなど） 

・ 設備（トイレがきれい、体育館空調設備など） 

・ 校舎（作りが複雑で迷う） 

・ 設備（プロジェクターが少ないなど） 

・ 教室（ロッカーが足りないなど） 

②南成瀬地区の地域や学校の特色 

主なご意見の内容 

・ 自然が豊か（恩田川、桜など） 

・ 住環境（アクセスが良い、公園が多い、静かで住みやすいなど） 

・ 施設（総合体育館など） 

 

③育てたい子ども像 

主なご意見の内容 

・ 自分で考える子、自分の意見が言える子、自主性のある子 

・ 友達と仲良くできる子、思いやりのある子 

・ のびのび、挨拶のできる子、多様性に理解のある子 

・ 元気な子、明るい子 

 

④新しい学校に期待するもの 

主なご意見の内容 

学校設備 

・ 校舎（日当たりが良い、ICT環境の充実など） 

・ 校舎外（体育館空調、温水プール、校庭などの広さ、駐車場） 

・ その他（安全性、快適性、衛生面など） 

学校教育・学校

生活 

・ いじめがない学校 

・ 楽しく通える学校 

その他 
・ 地域に開かれた学校、地域と連携した学校 

・ 通学関連（安全対策、スクールバスなどの負担軽減策） 

 

⑤新しい学校に引き継ぎたいもの 

学校名 主なご意見の内容 

南第二小学校 

・ 自然（楓の木など） 

・ 行事（かえでフェスティバル、マラソン大会など） 

・ 施設面（広い校庭、中庭など） 

南成瀬小学校 

・ 地域（地域との交流、体験活動など） 

・ 行事（ソーラン節、レタス農業体験・販売など） 

・ 施設面（広い校庭など） 
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（2）児童 

①学校のすきなところ 

学校名 主なご意見の内容 

南第二小学校 

・ 校庭、中庭（広い、楓の木など） 

・ 給食 

・ 設備（図書室、遊具など） 

・ その他（先生が優しい、友達がいっぱいいるなど） 

南成瀬小学校 

・ 校庭（広いなど） 

・ 給食 

・ 設備（体育館、遊具など） 

・ その他（先生が優しい、友達がいっぱいいるなど） 

 

②学校の中(教室や体育館、廊下など)にあったらうれしいもの 

主なご意見の内容 

・ 収納（大きいロッカーなど） 

・ 物品（動かしやすい机や椅子など） 

・ 共用（エスカレーターやエレベーター、きれいなトイレなど） 

・ 体育施設（室内プール、更衣室、体育機器など） 

   

③学校の校庭（建物の外）にあったらうれしいもの 

主なご意見の内容 

・ 遊具（ブランコ、すべり台、シーソー、アスレチック、鉄棒など） 

・ 体育施設（サッカーゴール、バスケットゴールなど） 

・ 校庭（芝生、ベンチ、噴水など） 

・ 自然・動物（動物飼育小屋、楓の木、花壇など） 
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■新たな学校名（案）意見募集結果概要 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【あ】 【さ】 【な】 【に】 【み】

　アイアム冒険 　桜 　なすの瀬 　二南 　南成瀬恩田

　青葉 　咲楽 　奈良谷戸 【は】 　南成瀬おんだ

【う】 　さくら 　成瀬 　花見 　南成瀬恩田川

　美し桜南成瀬 　桜恩田川 　なるせ 　林川山 　南成瀬楓

【お】 　さくらおんだがわ 　成瀬明 【ひ】 　南成瀬かえで

　桜花 　桜がくえん 　成瀬桜花 　光 　南成瀬楓の木

　桜花成瀬 　桜川 　成瀬桜美 　ひかり 　南成瀬かえでの木

　桜南 　さくら川 　成瀬桜楓 【ふ】 　南成瀬が丘

　桜美 　さくらかわ 　成瀬大きい 　吹上 　みなみなるせ川

　丘山成瀬 　さくらがわ 　成瀬恩田 【ま】 　南成瀬桜

　お川大一 　桜川山 　成瀬おんだ 　町田恩田川 　南成瀬櫻

　恩桜 　桜川春風 　なるせ恩田 　町田市 　南成瀬さくら

　恩田 　桜川南 　成瀬恩田川 　町田市成瀬楓 　南なるせ桜

　恩田川 　桜木 　成瀬おんだがわ 　町田市南成瀬恩田 　南成瀬桜川

　音田川 　さくら木 　成瀬楓 　町田桜 　南成瀬さくらの

　おん田川 　桜坂 　成瀬かえで 　町田成瀬 　南なるせ自ぜん

　おんだ川 　さくら坂 　成瀬かわせみ 　町田東 　南成瀬太陽

　おんだがわ 　さくらざか 　成瀬カワセミ 【み】 　みなみなるせたいしょう

　恩田川桜 　桜石 　成瀬希望 　みどり桜陽 　南成瀬第

　恩田川さくら 　桜第 　成瀬欅 　みどりだい 　南成瀬第三

　おんだがわさくら 　さくらだい 　成瀬けやき 　緑の丘 　南成瀬第二

　おんだがわしん学校 　桜並木 　成瀬こがも 　みどりのおか 　南成瀬第2

　おん田川大二 　桜なみき 　成瀬桜 　みな台に 　南成瀬だい二

　恩田桜 　桜成瀬 　成瀬咲楽 　みなみ 　南成せ第二

　恩田さくら 　桜の丘 　成瀬さくら 　南恩田 　南なるせだい二

　恩田せせらぎ 　さくらの丘 　なるせ桜 　みなみおんだ 　南なるせだいに

　恩田第一 　さくらのおか 　成瀬桜が丘 　南恩田川 　南なるせ大2

　恩田中央 　桜の杜 　成瀬桜川 　南おんだ川 　南成瀬第二恩田川

　恩田の桜 　さくらふじ 　成瀬桜田 　みなみ恩田川 　南成瀬中央

　恩田南 　さくらふじさん 　成瀬さくら並木 　南恩田川桜 　南成瀬統合

　おんながわ 　桜南 　成瀬桜二 　南楓 　南成瀬なるせみ

　恩成 　さくら南 　なるせ桜溪 　南かえで 　南成瀬二

【か】 　桜南第二 　なるせ桜みらい 　みなみ楓 　南成瀬２

　楓 【し】 　成瀬城山 　みなみくろーばー 　南成瀬にこやか

　楓で 　自然 　成瀬せせらぎ 　南元気 　南なるせみ

　かえで 　しぜん 　成瀬そよかぜ 　南桜 　南成瀬令和

　楓恩田 　純一 　成瀬第一 　南さくら 　南成二

　楓成瀬 　城山 　成瀬第二 　南桜川 　南なんなる

　楓二 　新成瀬 　成せ第二 　南桜第二 　南二

　楓町田 　新成瀬さくら 　成瀬だい五 　南自然 　南のびゆく

　川さくら 　新成瀬第二 　成瀬光 　南新生 　南花

　かわせみ 　新成瀬二 　成瀬まんまる 　みなみ総合 　南原

　カワセミ 　新町田成瀬 　なるせみ 　南台おんだ 　南みどり

　カワセミ桜 　新南第二 　成瀬緑 　南第七 　南山吹

　かわせみの川 　新南成瀬 　成瀬南 　南第二 　南陽光

　川山 　新南二桜 　成瀬みなみ 　南第２ 【や】

【き】 【す】 　成瀬南恩田川 　南第二成瀬 　やまおか

　きょうりゅう 　杉山 　成瀬南川第二 　南第川 　山川

　きれい花 【せ】 　成瀬南けやき 　南第成瀬 　山吹

【け】 　世かい一 　成瀬南第二 　南だいなるせ 【ゆ】

　元気 【そ】 　なるせ南だい2 　みなみだいなるせに 　遊行

　元気いっぱい 　そよかぜ 　成瀬みなみの丘 　南第二小や 【わ】

【た】 　成瀬山吹 　南第二成瀬 　若楓

　だいになるせ 　成瀬緑多 　みなみだいになるせ

　第二なるせみ 　成の瀬 　南友桜

　第二南成瀬 　なるみな 　南成瀬

　だぶる 　南桜 　南なるせ

【ち】 　南成 　南成瀬第

　中央成瀬 　なんなる 　南成瀬桜並木

【と】 　南成さくら 　南成瀬あゆみ

　堂之坂 　南成第ニ 　南成瀬エコみらい

　ともだちいっぱい 　なんなる第二 　南成瀬恩一

　豊桜 　南成ニ

　なん南さくら

意見募集で寄せられた新たな学校名一覧（50音順）
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○回答件数上位 10位 

 

 

○回答件数児童上位 10位 

 

 

  

児童
児童の
保護者

未就学児の
保護者

先生 一般

1 成瀬 なるせ 61 10 14 13 1 23

2 南第二 みなみだいに 60 4 5 5 0 46

3 南成瀬 みなみなるせ 49 16 19 6 0 8

4 成瀬桜 なるせさくら 35 8 8 13 0 6

5 南成瀬第二 みなみなるせだいに 33 26 3 1 0 3

6 恩田川 おんだがわ 32 20 5 2 0 5

7 桜 さくら 28 20 1 2 3 2

8 楓 かえで 28 24 1 0 1 2

9 桜川 さくらがわ 23 16 4 2 0 1

10 南楓 みなみかえで 19 16 1 2 0 0

内訳
No 学校名案 読み仮名 合計

児童
児童の
保護者

未就学児の
保護者

先生 一般

1 南成瀬第二 みなみなるせだいに 33 26 3 1 0 3

2 楓 かえで 28 24 1 0 1 2

3 恩田川 おんだがわ 32 20 5 2 0 5

3 桜 さくら 28 20 1 2 3 2

5 南成瀬 みなみなるせ 49 16 19 6 0 8

5 桜川 さくらがわ 23 16 4 2 0 1

5 南楓 みなみかえで 19 16 1 2 0 0

8 成瀬 なるせ 61 10 14 13 1 23

9 成瀬桜 なるせさくら 35 8 8 13 0 6

9 南成瀬桜 みなみなるせさくら 18 8 6 2 0 2

9 南桜 みなみさくら 16 8 3 4 0 1

9 南恩田川 みなみおんだがわ 9 8 1 0 0 0

内訳
No 学校名案 読み仮名 合計
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■南成瀬地区 路線バス状況調査の結果 

  

※１ 運行間隔は2022.7月現在のダイヤ、往路：学校に8：10までに到着できる7時台の運行間隔、復路：13時～19時台の運行間隔を掲載。

※２ 1便あたりの乗車率は、往路：学校に8：10までに到着できる7時台の時間帯平均乗車率、復路：13時～19時台の全時間帯平均乗車率と、乗車率が最大となる時間帯の平均乗車率を掲載。

乗車率と混雑状況の目安については資料3-3を参照。

※3 バス待ち環境の状況については資料3-4を参照。

２０２５年度

（現在の南成瀬小学校の位置）

２０２８年度

（現在の南第二小学校の位置）

資
料

約25人

約10人

③

往路

番号 エリア 利用区間 バス利用 徒歩のみ 往路 復路 平均 往路 復路

⑨ 鞍掛⇔山村 11/11 15～30 60 なし 17.7 18.3 歩道有 歩道有

⑩ 鞍掛⇔成瀬高校入口 17/19 60 30～60 なし 11.4 20.0 歩道有 歩道有

地区 時点
学校の

位置

①通学時間

路線

歩道有27/25 30/32

2028

年度

現在の

南第二小

学校
B

なし 22.8 13.7 16.5
（15・17

時台）
歩道有

2025

年度

現在の

南成瀬小

学校
⑧ A 吹上⇔成瀬コミュニティセンター

23/24

南

成

瀬

⑤バス待ち環境

運行間隔※１

（分） 乗換

1便あたりの乗車率（％）※2 学校近くの

停留所　※3復路

最大

20 60

27.8 （17時台）

利用想定区間 ②バス運行量 ④バスの利用状況

【往路／復路】（分）
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■統合対象校の物品・イベントのまとめ 

①物品 

○南第二小学校 
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 ○南成瀬小学校 

 

②イベント 

 ○南第二小学校                                          ○南成瀬小学校 

 

5 教育活動・ かえでフェスティバル

学校行事 異学年交流・学年を超えた行事

こどもの国遠足

ソーラン節

マラソン大会

畑作業

会社活動

発表会

作品展

6 地域活動

・地域行事

7 その他 総合体育館での球技大会

フレンズでの卒業を祝う会

まなびや

給食の歌

150年の歴史

タイムカプセル

校風(おおらか､穏やか､のびのび

和気あいあい､素朴な地域性)

わいわいランド

5 教育活動 縦割り活動

・学校行事 全校遠足

成瀬まつり・ソーラン節

農業体験・販売

畑活動

音楽集会

マラソン大会(ランなる)

縄跳び週間(短縄､長縄)

あいさつ運動

コミュニケーション教室

ヤゴ救出大作戦

地域の方々を招いての授業

図書活動

キャラクター(なるせみ)

ボッチャ(オリパラ教育)

成瀬音頭

もちつき大会

6 地域活動 地元との交流

・地域行事 南成瀬中・成瀬高校との関わり

7 その他 タイムカプセル


