
千城台みらい小学校説明会
(千城台南小学校と千城台旭小学校の統合校)

令和２年1１月２９日（日）

千城台南小学校 体育館



子どもたちのために
より良い教育環境の整備と
教育の質の充実を図る。

平成１６～１８年度 第一次学校適正配置
平成１９～２９年度 第二次学校適正配置
平成３０年度～ 第三次学校適正規模・適正配置

学校適正配置の目的



先行地区での統合後の様子
（統合校アンケート調査から）

１．児童数の増加による効果

〇新たな活動ができ、学習意欲が向上した

〇学校行事（運動会など）が活性化した

２．学級数の増加による効果

〇クラス替えにより新たな人間関係を

構築できる

〇配置教員数が増え、よりきめ細かな

指導・支援が可能になる

３．教員数の増加による効果

〇より多くの目で児童の様子を把握できる



千城台地区これまでの経緯

１ 地元説明会の実施
平成２１年１２月４日・５日

２ 千城台地区地元代表協議会の設立
平成２２年２月２０日

【構成】地区町内自治会連絡協議会、青少年育成委員会

各小学校区内の自治会
小・中学校の保護者・学校評議員



３ 地元代表協議会の開催

設立会議・第１回 平成２２年度

第２回～第４２回 平成２９年度

●第３６回協議会 南小学校と旭小学校の統合合意

●平成２９年８月 「統合に関する要望書」提出

9月 教育委員会会議で決定

開 校：令和３年４月

統合場所：千城台旭小学校



４「統合の要望書」記述事項

１ 千城台南小学校と千城台旭小学校の統合に伴う事項

（１）統合時期
令和３年４月１日に統合校として開校すること。

（２）統合場所
統合校は、現千城台旭小学校の位置とすること。
なお、現千城台旭小学校の改修工事は「居ながら
施工」とし、工事中は児童の負担にならないよう

振動、騒音に十分留意し、安全確保に努めると
ともに、極力統合年度までに工事が完了するよう

工期の短縮を図り、残工事については長期休業等
を利用して施工すること。



４「統合の要望書」記述事項

２ 教育環境の整備

（１）統合校については、大規模改修を基本とした
リニューアルを実施し、施設設備面において、
機能的に新設校と同等程度の整備を行うこと。
また、多様な学習活動ができるよう一部教室の
面積を拡充すること。
なお、改修工事に当たっては学校現場の意見も
十分考慮すること。

（２）教員の統合加配要望を行うとともに、統合に伴う

非常勤教員・ｽｸｰﾙｶｳﾝﾝｾﾗｰ・統合校安全指導員等は、
基準に沿って適正に配置すること。



４「統合の要望書」記述事項

（３）その他「千葉市学校適正配置実施方針」で規定
した「統合に伴う教育環境整備」を適切に実施
すること。
特に、統合校となる現千城台旭小学校においては
開放的な空間づくりを意識して整備を行うこと。
また、統合により通学路が変更となる現千城台南
小学校の児童の安全対策を考慮し、ﾓﾉﾚｰﾙ通りの
横断、ﾓﾉﾚｰﾙ通りから現千城台旭小学校までの
通学路の安全対策について関係機関へ強く要望

するなど、通学路の安全確保を十分図ること。



４「統合の要望書」記述事項

３ 校名、校歌、校章等
校名、校歌、校章等については、地元の意見を
十分尊重して決定すること。

４ 子どもルームの対応
子どもルームについては、現千城台旭小学校の
敷地内に設置すること。

５ 跡施設活用
跡施設活用の要望事項については、今後、本協議

会において別途「跡施設活用に関する要望書」と
して取りまとめ、あらためて提出する。地元の
要望に配慮し、有効活用を検討すること。



5  統合校の校名選定

【校名アンケート】の実施

１ 対象
千城台南小学校、千城台旭小学校、
千城台北小学校、千城台西小学校、
千城台西中学校、 千城台南中学校の保護者
千城台地区の地域住民

２ 周知方法

・小学校の保護者へ案内を配布

・地域住民へ自治会を通じて回覧等で周知
・市政だよりに掲載

（令和元年５月１日号：若葉区版）



【校名アンケート】の実施

３ 期 間 令和元年５月 ７日

～ ６月11日

４ 回答方法
・千城台地区小中学校等に回収箱を設置
・企画課（事務局）に郵送、メール、

FAXで投票

５ 回答者数 115票



学校名

千葉市立千城台みらい小学校

１ アンケート結果をもとに、教育委員会会議で
校名選定
＜選定基準＞
①校名にした根拠が明確
②好感が持たれ、親しみやすく、語調がよい
③地元の人々の声や意見が反映されている
④順位的、序列を連想させるものを避ける

２ 千葉市議会 令和元年第３回定例会で議決



通学区域 千城台東３～4丁目 金親町、千城台南1～4丁目



統合による生徒数・学級数の推計
※１～４年：３５人、５～６年：３８人学級編制で算出

※特別支援学級は設置にむけて検討中 （R2.7推計値）



統合後の教員構成（目安）
※教職員の統合に伴う追加配置・・・・２名を配置する

令和3年度

南小
（7学級）

旭小
（6学級）

千城台
みらい小

（11学級）

校長 1 1 1
教頭 1 1 1
教務主任 1 1 1
学級担任 7 6 11
学力充実・専科教員 1 2 2
養護 1 1 1
事務 1 1 1
栄養教諭・栄養職員 1 1 1
用務員 1 1 1
調理員 1 1 2
図書館指導員 1 1 1
スクールカウンセラー 1 1 1
理数サポーター 1 1 1
統合に伴う追加配置 0 0 2
合計 19 19 27

職名・担当名

令和２年度



統合に伴う教育環境の整備

２ 学校施設・設備の整備

・トイレ改修

・エレベーター設置

・給食室のドライ化

・体育館改修

・グラウンド改修 等

１ 教員の追加配置

・31人以上の学級のある学年に

３年間配置する。



統合に向けた準備の状況

２ 委員の構成
（１）地域代表 青少年育成委員会代表
（２）学校代表 校長、教頭、教務主任
（３）保護者代表 小学校２校
（４）教育委員会

教育職員課、学校施設課、学事課、
教育指導課、教育支援課、保健体育課、
生涯学習振興課、企画課（事務局）
こども未来局健全育成課

〇統合準備会の設置

１ 役割
円滑な統合の実現に向けて、検討内容について
協議するとともに、情報の共有化を図る。



３ 統合準備会の開催

第１回：平成３０年 １１月 ６日

第２回：平成３１年 3月 １日
第３回：令和 元年 ６月２８日
第４回：令和 ２年 １月２９日

第５回：令和 ２年 ６月 4日
第６回：令和 ２年 １０月１４日
第７回：令和 3年 2月（予定）

※「統合準備会だより｣を、地域の小・中学校のお子様
を通して保護者の皆様に配布しています。
また、教育委員会企画課のホームページで公開して
います。



開校に合わせて

アフタースクール

が始まります。



学校で進めている
各種準備の状況



○児童同士の交流

（昨年度）
・９月に南小前公園で縦割りグループごとに
縄跳びやドッジボール等の交流。

・学年ごとに交流
１年：昔遊び ２年：音読発表会
３年：社会科発表会 ４年：1／2成人式発表

（今年度）
・12月10日に南小で合同音楽鑑賞会を実施予定。



○教員間の交流
・両校合同で備品確認を実施
・千城台みらい小学校の学校経営方針等の検討

○通学路の安全
・スーパー前の「歩車分離信号」の設置完了
・学校間で協議し、通学路を決定。

【依頼事項】
・東警察署（千城台交番含む）

通学時の見守り
千城台公園付近の路上駐車取り締まり
横断歩道の路面標示補修

・土木事務所
「学童注意」路面標示 ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝ等の補修



「歩車分離信号」の設置完了 横断歩道の路面標示補修

（若葉区千城台南４丁目１番付近） （若葉区千城台南１丁目１９番付近）



４月からの通学路

千城台南小学校

通学路を朱線表示

千城台公園
郵便局

千城台南

中学校



○体操服の決定
・アンケート調査結果を参考に決定。
・令和３年度の開校時１年生から着用。
入学説明会（２月５日）で新１年生に説明。

・２～６（現１～5）年生はこれまでのもの
使用可。

【値 段】
体操服 2,000円～
パンツ 2,100円～

【販売店】クリエイト
二葉屋



○名札、上履き、紅白帽子について

＜名 札＞

【値 段】１２０円
【販売店】クリエイト

二葉屋

＜上履き＞
＜紅白帽子＞

特に指定はない



○諸団体の統合に向けた準備

【PTA組織の統合】
・２校連絡会だよりの発行
・組織図、会則などの協議

他

【学校体育施設開放運営委員会の統合】
・現在、設立準備委員会が設置され、
利用団体の調整中



保護者の方々・地域の皆様
「千城台みらい小学校」への
ご支援をお願いいたします。


