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小糸・清和地区統合準備室 第２回総務部会 会議録（概要） 

 

日 時：平成２９年９月２５日（月） 午後７時００分～午後９時１５分 

場 所：君津市立中小学校 家庭科室 

 

【進行】 

只今より、小糸・清和地区統合準備室 第２回総務部会を開会いたします。 

  開会にあたり、会場校である中小学校 古屋校長よりご挨拶申し上げます。 

【会場校校長 挨拶】 

  中小学校 古屋校長 挨拶 

【進行】 

ありがとうございました。それでは、本日の議題に移ります。 

議長は、前回同様、小糸中学校長の宮﨑室長にお願いしたいと思います。 

それでは、議題の進行を宮﨑室長、よろしくお願いします。 

【議長】 

それでは、只今より本日の議事に移りたいと思いますが、その他で１点お願 

いしたいことがあります。小糸中の改修工事の計画が進んできています。その件 

についての説明を、小糸中のＰＴＡから、小糸中の校舎の大規模改修の話がわか 

らないので、説明をする機会を設けてもらいたいという要望を受けました。 

 また、小糸地区の地域代表者の委員のところにも、保護者の方から同じような 

相談があり、学校再編推進課の方へ伝えたということも聞いております。 

 小糸中学校では９月２１日に、ＰＴＡ本部役員を対象に説明をしていただきま 

した。その中でも、保護者を対象に説明をしてほしいという要望がありました。 

 この件については、多くの人に周知する必要があると思うので、本日の会議の  
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「その他」の中で、改修工事の経過等について、時間の許す限り説明させていた 

だいてよろしいでしょうか。 

【全体】 

異議なし。 

【議長】 

  それでは、議題の１「校名候補の選定について」ですが、それ以外にも校歌、 

校章、制服、小糸中の施設改修についてと、忙しい時間になりますが、時間内で

進め 

られるところまで進めていきたいと思います。 

 最初に、３つの校名について、皆さんのご意見を伺います。資料の方を見てい 

ただくと、応募結果一覧が、三島・秋元小、小糸・中小、清和・小糸中の順にな 

っております。 

 １つに絞るのではなく、３つか４つに絞っていただき、この会議の中で優先順 

位を決めていただけるところまでいけたらよいと考えます。 

 このような順番でよいでしょうか。 

【全体】 

  異議なし。 

【議長】 

  それでは、秋元・三島小の新しい校名について、ご意見を伺います。校名とそ 

の理由を述べていただければと思います。できれば、各テーブル（各学校毎）で 

１つずつ言っていただけますか。 

【植田主査】 

 校名の選定に入るにあたって、皆さんで共通理解をしたいと思います。選考の 

基準が応募要領にありましたが、まず、応募の数は皆さんにもお伝えしていませ 
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んが、応募の数で選定するものでないということ、応募した方の発表は行わない 

という確認させていただき、通学する子どもたちが夢や希望を持てるように、ま 

た、それぞれの地域にとっても愛着をもつことができるようにということで、校 

名の選定をしていただきたいと思います。 

  室長から説明がありましたが、校名に関しては、この場で決めるのではなく、 

この地域の準備室として推薦をあげていただいたものを、運営部でいただき、そ 

れを教育委員会会議に諮り、最終的に議会を通して決定という手続きになります 

ので、このような理由だからこの名前が良いという選考の理由を言っていただき 

ます。２点から４点へ絞り込みますが、学校によって違ってくると思います。 

 これから、皆さんの意見がバラバラでまとまらないものもあれば、全員が一致 

することもあるかもしれないので、その点は幅を持たせたいと思います。１校、 

この名前しかないということではなくて、２つくらいは最低候補をあげていただ 

いて、もしかしたら著作権の問題とかで、この名前は使わない方がいいとかも調 

べたりもしますので、１校に限るということではなく選んでいただきたいと思い 

ます。 

 この後の手順としては、この総務部会でいただいたご意見を運営部、学校と教 

育委員会で推薦理由をつけて、順位を皆さんからいただいた順位で推薦理由をあ 

げて、教育委員会会議に諮りまして、議会を通すという形になります。 

 それらを経て、市民の皆さんに周知を進めてまいります。 

【議長】 

  ありがとうございました。それではご意見がある方、お願いします。 

【Ａ氏】 

  区の代表が集まるところで、皆さんに聞いてみたのですが、中学校区ですか、

地区が小糸地区、清和地区とありますので、できれば、文化祭にしても体育祭に
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しても、それから公民館にしても、それぞれの地区で１つずつありますので、バ

ッティングしないところ、小学校のレベルでは、清和は「清和」、小糸は「小糸」

というような名前を残すのが妥当ではないかという意見が、うちの自治会では多

かったです。中学校に関しては、うちの方もうまく言えない感じになっています

ので、小学校に関しては地区の名前を残すのはいかがでしょうか。 

【議長】 

  清和という地区の名前を生かして、清和小でいかがということですね。 

  他にいかがでしょうか。 

【Ｂ氏】 

  清和地区、応募結果を見ても大体皆さん想像がつくと思うんですけど、「清和

小学校」これがやはり色々聞こえてくる意見として多いので、候補の１つとして

あげたいと思います。 

【議長】 

  ありがとうございます。清和小は１つ候補に入れるということでよろしいでし

ょうか。 

【全体】 

  異議なし 

【議長】 

  では、２番目どうでしょうか。なければないでも。 

【Ｃ氏】 

  今回は、ここにいる人はほとんど清和小学校で決まっていると思うんですけど、 

一つだといけませんし、どうしても新しい名前、場所がわからない名前は意味が 

ないでしょうからね、やはり地域性を持った中で、大体その地域だとわかるのが

一番いいのではないかと思うので、「清和の森小学校」、あと、「三秋小学校」。
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この３つぐらいをあげればいいのかなと。 

【議長】 

  ありがとうございます。他にありますか。 

【Ｄ氏】 

 私も、清和小が妥当だと思います。山とか森とかもういいんじゃないかなと。

自然豊かなのはもうわかっていると思いますので。校名にまでそういうものはい

らないんじゃないかと、それならば「清和中央小学校」その方が、中心になって

いて、清和地区の中心であると。「清和中央小学校」を推薦します。 

【議長】 

ありがとうございます。４番目が出ました。 

その他ありますか。 

 では、第１希望は「清和小」で動かないと思うんですけど、第２、３、４はい 

かがでしょうか。ここが難しいですよね。 

【植田主査】 

 大半が清和小ということであれば、先に進めていただければ。推薦は後で。 

ほぼ皆さん同じようですし。 

【議長】 

清和小が１番で、あとが２とかそんな感じで。 

続きまして、小糸小と中小の統合後の名前、これについてご意見お願いします。 

【Ｃ氏】 

  やはり「小糸小学校」というのは、引き継ぐというわけじゃないですけど、学 

校の名前を小糸小で施設は中になりますので、これを候補の１つで、新たなスタ 

ートということの「小糸小学校」ということでどうでしょうか。 

 あともう一つ、「小糸中小学校」ですね。一番は「小糸中小学校」を推してい 
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るんですけど。あと、周西、周西南もあるから「周東小学校」、３つぐらいを推 

したいと思います。 

【議長】 

  第１が「小糸中小学校」第２が「小糸小学校」第３が「周東小学校」というこ 

とで３つ出していただきました。他にいかがでしょうか。 

【Ｅ氏】 

学校を創るにあたって、先日、植田主査の方から新しいものをつくるという発 

想があったと思います。お考えもわかるし、小糸中小とか、小糸小はやめた方が、 

新しいものを創るという発想では、私はいいと思います。ですから、他の方の意 

見を尊重しますが、できれば、候補からは外していただければと思います。 

私地元ではないので、「周東」、周西、周南があって、周淮（すえ）、と言えば 

いいんですかね、昔ね、そこの東、それが歴史的におかしくなければ、私も「周 

東小」でいいと思います。「小糸中小」がいいのか、ご検討いただければ。でき 

れば、もともとある学校名は、やめた方がよいと思います。 

【議長】 

  「周東小」がよいのではないか、もともとある学校名を使うのはやめた方がよ 

いのではないかという意見でした。他には。 

【Ｄ氏】 

 私もそれには賛成します。やはり、小学校だから地域の名前は残しておきたい

っていう、Ａ委員さんもおっしゃったことは賛成なのですが、清和地区、小糸地

区っていう地域は、小学校の場合は残してもいいんじゃないかなって。 

 ただ、「小糸小」とすると、中小の人からすればおかしく感じるだろうし、「小

糸中小」となると中小の方が中心となって、小糸がついでみたいになるので、私

は「小糸中央小」、中を中央というかたちでつけられたら、両方活かせるのではな 
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いかなと。 

【議長】 

 ４つ目が出ました。「小糸中央小」でどうかと。他にいかがでしょうか。 

【Ｅ氏】 

 今後の議会に出すということで、学校名を決めたいということですが、例えば 

新しい元号が３１年決まりますよね。それが３３年、統合には間に合いますよね。 

 例えばそれを統合校にやるよというのを、今ここで決めるのではなく、それが可

能かどうか伺いたいのですが。 

【学校再編推進課長】 

校名の決定については、この総務部会の中で、皆さんの意見を優先して決めた

いと思っていて、事務局の方が口を出すのは差し控えたいと思っています。新元

号については、非常に良い考えかと。新しい学校という意味では非常に良いと思

っています。 

しかしながら、まず、事務的な部分でいきますと、補助金等の申請にあたって

は、名称等が事前に決まってないと中々やりづらいところがあります。 

それともうひとつ、新しくできる学校は、この小糸地区だけはなくて、小櫃上

総地区もあります。そうすると新元号小学校、新元号中学校というのが、あちこ

ちにできてしまうというようなかたちになります。小糸・清和地区、このところ

だけでなくて、次の市内の統合のことも配慮したうえでご議論いただければと思

います。  

ありがとうございます。 

【議長】 

  新元号も良いのですが、できたら他の名前ということでいきたいと思います。 

【Ｃ氏】 
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  設置条例改正は、小学校も合わせて全部一緒に、今回の１２月議会でやる予 

定で考えているのか。 

【学校再編推進課長】 

小糸清和地区については、既に、準備室も既にできていて、公募もできていま 

すので、できればそれをやりたいと思いますが、まず第１に優先順位は、小糸中・

清和中が第１になります。ここで、議論が紛糾してしまって中々決まらないとい

うことであれば、多少決定時期をずらしても構わないと思いますが、できれば、

この小糸清和地区の統合対象校については、決定したいと考えています。 

【議長】 

  他にありますか。 

【Ｆ氏】 

  いま話を聞いていたのですが、小糸小学校、それから中小学校、中、それを残

すという思いが強いのであれば、「こいとなか小学校」これは平仮名で書いてあ

るんですけども、漢字だったらやはり、色々ごちゃ混ぜになってしまうってこと

もあると思うので、平仮名の「こいとなか小学校」も、こだわるのであればいい

のかもしれないと思います。 

  あと、中小のそこに、また、籾山とうのうが昔からあって、その籾をとった「糸

籾小学校」もちょっと気になったところですね。あと、名前全然こだわらず全く

新しいというところでいくのであれば、「かずさ輝小学校」っていうのも一から

生まれるような、そんな気持ちに私もなります。あとは先程から出ている「周東

小学校」ですね。その裏山のところに、山があるのですが、私も歴史をちょっと

調べて前から知ってはいるのですが、周東城があったという過去がありまして、

地域性としては奥深いものがあるんじゃないかなと。「周東小学校」も気になっ

ております。 
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【議長】 

  ありがとうございます。随分増えてきましたけど、他にありますか。ないよう

でしたら、この中で優先順位を決めていきたいのですけども。 

  なかなか難しいと思いますが、少し話し合う時間をとりたいと思います。 

【Ａ氏】 

小糸小、中小の場合は、やはり中学校がどうなるかというところに、結構関わ

ってきますので、なんでしたら、そちらの方を先にしてはどうでしょうか。 

そうすると、絞りやすくなるかと。また、新校周東ですか、それが中学校の名

前になるのでしたら、小学校は周東が外れるということが考えられます。 

【議長】 

  どっちがいいでしょうか。結構、中学校も時間がかかりそうですし、小学校の 

方を先にやった方がいいのかなとも思いますが。 

【Ｇ氏】 

  私は小糸で子育てをしてきて、いち母親として、これだけはということで言い 

たいのですが、君津市は各中学校区に公民館があるっていう、他の地域にはない、 

本当に素晴らしい公民館を持っているんです。子育てしながら、公民館で育みな 

がら、公民館で学びながら、子どもたちもそこで育ってきたせいもありまして、 

中学校の名前もそのままたぶん公民館の名前になっていると思います。清和なら 

清和公民館なり、小糸の場合なら小糸公民館があります。 

 周りの奥様方や、他県の声を聞くと、なんかその公民館もだんだん廃れてきて 

みたいな話があるのですが、君津は公民館があるおかげで、地元を卒業した子が、 

地元の公民館で成人式をあげられていて、そういう温かい雰囲気の中、子どもた 

ちが育っている姿を見ると、どうしても私の中で、小糸って名前がなくなること 

にすごくさみしい思いがあります。 
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 もし、「周東」になった場合に、小糸公民館とのバランスなどがどうなるのか。 

 正直、遠くから嫁いで、何も知らない土地で公民館があることで、地域の方と 

繫がり、育ててもらい、支えてもらい、子どもたちが優しくそこで育ててもらっ 

たっていう、時間の流れを感じています。 

 他の地域のところではどうなのかわからないですが、いち母親としては気にな

るところです。清和は清和で、公民館があって、清和小学校がいいという感じ、

私の中ではしっくりくるのですけども、小糸の場合で小学校を考えた場合、小糸

っていう名前がなくなってしまうのはさみしいなと思います。 

【議長】 

 「小糸」っていう文字が入っていた方がいいなということでよろしいでしょう 

か。「小糸」そのままでなくても、小糸何々小でもよいということか。 

【Ｇ氏】 

  そうですね。 

【議長】 

  どうしましょうか。小学校、このまま続けますか。 

【植田主査】 

中学校とのバランスなど、今の話を伺うと、中学校の名前によっては考え方も 

変わる可能性があるでしょうから、中学校の意見を先に出していただいてもいい 

のかなと思います。 

【議長】 

  それでは、結構大変かと思いますが、中学校についても色々な案があると思い 

ますが、ぜひ、気持ちを語っていただければと思います。 

  各班で話し合いたいということですので、１分程度。 

【議長】 
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  では、何かあればお願いします。 

【Ｈ氏】 

  各校のバランスということも考えて、小学校は小糸と清和の名前を残す流れが 

ありそうなので、秋元・三島小が清和小だとして、中・小糸小については、私も 

中小出身ですけど、中という名前が付いているのは、中小と中保育園だけ。また、 

ここは中島なので、くっつけるなら、小糸中島小。あるいは小糸小でいいかなと 

思います。小学校は清和と小糸を使っているので、中学校は小糸中としないで、 

全く新しい名前をつけてもいいのかなと。逆に、中学校を小糸中にして、小学校 

も清和と小糸をつけてちょっと違う名前にしてもいいかと。例えば、小糸光とか 

小糸未来とか。小糸と清和のワードは残した方がいいのではないか。 

【Ｉ氏】 

 小学校は清和と小糸の名前を残してもらって、中学校については「小糸清和中」

「清和小糸中」になると、どっちが先かなどいう話になるので、新たな名前でつ

けた方がいいのでは。 

【Ｊ氏】 

  わかりやすく地域への愛着を残すという意味では、小学校については、清和は 

 清和、小糸は小糸。中学校は大きく全体として、君津南中学校にしてもいいかな 

と。つまり、小学校は地域の名前、中学校は全体的なイメージとして考えていく 

といいのでは。 

【議長】 

  他の地区の方はどうでしょうか。 

【Ｄ氏】 

  私も基本的な考え方は同じなのですが、小学校は地域名を残すというかたちに 

してはどうでしょうか。それから君津市は、５か町村が合併してから、もう４０ 
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年近くなります。だから、もう小糸清和に中学校はこだわる必要はないのではな 

いか。君津市全体のことを考えると、君津中央中でいいのではないかと思ってい 

ます。もう一つ言うと、小櫃・上総地区は統合したら、君津東中学校にしたらい 

いのではないかと思います。 

ちなみに、ライオンズクラブでいうとここは君津中央ライオンズクラブなんで 

 すよね。そういうことも鑑みて君津中央中がいいかと。 

【Ｈ氏】 

  反対意見として。既に、君津中央公民館とか君津中央図書館とかあるわけです 

 よね。他にも君津中央を使っている施設があるわけです。 

【議長】 

 まぎらわしくなると。まとめると、今までの流れだと小学校は地域の名前を残 

す、中学校の方は新しい名前にするといったものなのかなあという気がします。 

【Ｆ氏】 

  君津中央中については、個人的に、違和感を覚えてしまいます。わたしは青絖 

中がいいと思っています。 

【Ｄ氏】 

  君津中央中と言ったが、中央中というのもある。君津市立中央中というもの。 

【議長】 

  思いがそれぞれあるのもよくわかります。 

【植田主査】 

  多くの方から小糸、清和など挙がりましたが、決して自分たちの地域擁護では 

なく、地域への思い入れがあるではないかと思います。そして、話の論点ですが、 

いま皆さんからいろいろご意見が出たのですが、決め方は３パターンかと思い 

ます。一つは、現在の校名を残すもの、二つ目は、２つの学校、地域を尊重し、 
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組み合わせたもの、三つ目は全く新しいものというようにだいたい三つに分けら 

れるかと思います。 

 あとは、小学校は地域の名前を残すというのであれば、中学校についてどうす 

るか考えればいいかと思います。例えば、第一案は地区の名前を残したい、第二 

案は新しいものにするといったように決めていけば少しは整理が付くのかと思 

いますがいかがでしょうか。 

【議長】 

  すばり第一候補をというふうに考えると難しいと思うので、三つか四つのうち 

の一つにこれが入ればいいなというように進めればいいかなと思います。また、 

いま事務局からあったような進め方もありますが、いかがいたしましょうか。 

  意見も出尽くした感もありますし、中学校については、絞り込みの目途をつけ 

ていくという意味合いで、各地区から２つ、これとこれというものを出していた 

だき、その数を参考にしながら上位を決めていくというのはどうでしょうか。 

【Ｂ氏】 

  個人的には、各自２つ出してもらうということでどうでしょうか。手を挙げて 

もらって、上位を決めていくということで。各自それぞれ思いはあるかと思うの 

で。数で決めるわけではないのですが、絞り込みの目途はつけられるのではない 

かと思います。 

【議長】 

  それでは、各自２つまで手を挙げてもらいたいと思います。 

【Ｅ氏】 

  ちょっと確認の意味も込めて、あえて発言させていただきますが、確か事務局 

から説明会の折に、新しい学校名に変えるという説明をしましたよね。そうする 

と、小糸や清和の名前が残るというのは、説明会で聞いた方からすると何で新し 
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い学校名にしないのかという思いになりませんか。 

【Ａ氏】 

  学校という意味では新しいけれども、名前についてはそうではないと私は捉え 

 ました。 

【議長】 

  応募の中でもすばり小糸や清和と書いてきた人も多くいますので、説明会の中 

では、私の記憶でも、新しい学校を作ると言ったけれども、新しい校名に限ると 

は言っていなかったと思います。 

【学校再編推進課長】 

  統合の趣旨は、吸収ではなく対等の立場で一緒になると、その意味で新しい学 

校を創りますよと。名前もそうです。ただ単に今までの名前を残すというのはよ 

くないが、新しい学校として、今までの名前を残すという合意ができれば問題な 

いかと思います。 

【議長】 

  では、いま考えていただくのは中学校ということでよろしいですか。 

  では、そろそろよろしいでしょうか。 

  （校名を順に読み上げ、手を挙げてもらう） 

 ありがとうございました。 

 一番多かったのは、周東中で９票、次に君津南中で７票。中央中で６票、杜の 

泉５票ですね。 

【議長】 

  多い順という手もありますが、ご意見があれば。票数自体、新しい名前に集中 

していますが。もちろん票数で決めるものではありませんが。 

【Ｄ氏】 
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  ちょっと意見を言わせてください。統合して新しい学校を創るものなので、既 

存の名前は避けていただきたい。そのまま小糸中というかたちで残すと、清和の 

子たちは小糸中に吸収合併されたという思いや、何のために統合したんだという 

思いが心の中に残ってしまうと思う。ですから、既存の名前など、小糸中は避け 

ていただきたい。それから、あまり川をつけた名前はないですよね、小糸川中に 

なって小櫃川中になってしまうと大変なのであまり賛成はしません。 

【Ｈ氏】 

  周東でいいと思ったが、全然未来志向ではないと思うので、あまり賛成できな 

いかなと。 

【Ｋ氏】 

  子どもたちの間では、君中といえば君津中、南中といえば周西南中と呼んでい 

る傾向が強いので、君津南中となると、小糸と清和が統合してできたというイメ 

ージがあまりわかない。子ども目線で考えると。 

【議長】 

  それでは少し絞っていかないと決まらないので、新しいものの中から決めると 

いうことでよろしいですか。 

【全体】 

（異議なし） 

【Ｈ氏】 

  得票順で上から４つでよいのでは。 

【植田主査】 

  「君津中央中」と「中央中」は位置的な視点から趣旨は同じだと思いますが、 

一緒でよいですか。 

【Ｄ氏】 
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  「中央中」でいいと思うが。 

【議長】 

  「君津中央中」と「中央中」をどうするかについては、また後で決めたいと思 

 います。では、上から４つで決めるということでいきたいと思います。 

 「周東中」９「中央中（君津中央中）」９「君津南中」７「杜の泉中」５ 

 この４つを候補としていきたいと思います。 

続いて、中小・小糸小学校について候補を決めていきたいと思いますが、ご意見 

いかがでしょうか。 

【植田主査】 

先程の意見を踏まえると、中学校は小糸が残らないとなると、小糸・中の名前 

をどうするかという話かと。小糸・中を入れたものを候補として一つ残すのか、 

あるいは、それもなくして真っさらな状態から決めるか、２ﾊﾟﾀｰﾝかと思います。 

【議長】 

中学校との兼ね合いで、小糸の名前を残すかどうかということですね。 

【Ｌ氏】 

  小糸小学校は小糸地区ということで、「小糸小学校」、清和は、小学校が別々の 

名前だったので、素直に「清和小」になったと思うので、小糸小学校は地区名だ 

と大井戸小だから、素直に小糸小になったのだなと思いますし。もともと、小糸 

地区ということで「小糸小」で。今回は、小糸小の方から中小の方に来るという 

ことで、反対の立場だったら言いづらいと思うんですけど。 

【議長】 

  小糸小でいかがということで。今は、小糸地区の小学校２つで話してもらって、 

この後に、全体ということで。 

【Ｆ氏】 
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  小糸小、中小、それぞれの名前を活かすということを考えて「こいとなか小学 

校」でと私は考えます。 

【議長】 

  ２つ出ましたが、外の方も考えがありましたら、お願いします。 

【Ｍ氏】 

  先程、仰られたように、従来の名前が残るのはどうかなと、違和感を覚えたの

は事実で、同じ名前を引き継がないというのが１つの前提と思っていたのですが、

皆さんの話を聞いている中で、地区の大切さとか地区を守っていきたい、そうい

ったところも踏まえてはどうでしょうか。あとは、秋元小と三島小、小糸小も中

小も考えると、「清和小」と「小糸小」っていう発想もいいのかなと思っていま

す。そうすると、小糸と清和地区のバランスも取れるかなと。そこの説明として、

「小糸小」になった場合、議会とかもあると思うのですけど、引き継ぐのではな

くて、新しい「小糸小」になるんだということをアピールしていかないと、納得

しない方も出てくると思いますので、全て刷新するということを前面に出して進

めていってはどうかなと思います。 

【議長】 

  小糸小でいかがということでした。他には。 

【Ｄ氏】 

  やっぱり、イメージ的には、例えば「こいとなか小」にした場合は、「中小」

の方がイメージとしては強いと思います。保護者にどのように納得してもらうか、

あるいは、地域はどのように納得させるか。それだったら逆に、私は「中こいと

小」の方が受け止めやすいと思うのですが。「こいとなか小」っていうと、本当

は「君津市立中小」なんだけど、やっぱり小糸地区にあって。中小っていうイメ

ージが強いんですよね。 
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  「小糸小」でもいいんですけど、「中小」の子どもたちが、なんで中小が消え

ちゃったんだろうって。そういう風な思いが残るのではないのかなと。両方活か

すのであれば「中小糸小」、そうすると小糸の名前は残る。 

  そうでなければ、「小糸○○○小学校」みたいな形で、全く違う名前にしてし

まうか。既存のものを引き継ぐというのは、イメージを変えるといっても、始め

るイメージが変わらない気がします。 

【Ｊ氏】 

  言いにくいのですが、自分がもしこの地区だったらと考えた時、確かに、既存

の小糸が残っていると、中小学校区だったら「え～」と思うかもしれない。けれ

ども、小糸小学校区「小糸」という言葉は残したい。なので、平仮名で「こいと

小学校」で刷新したイメージで。 

【議長】 

  平仮名を使って「こいと小」色んな意味を含めて。 

本日、小糸地区の小学校２回目の打ち合わせ、中学校の後に出たのが、「小糸小」、 

「こいとなか小」、「中こいと小」、「こいと小」の４種類ですね。 

【植田主査】 

  議論も煮詰まっているのですが、時間も時間なので、今出ている意見を事務局 

でまとめさせていただいて、また、一覧で意見を見ていただいて、また次の機会 

に検討するということでいかがでしょうか。一度お持ち帰りいただき、Ａ委員の 

ように地域の周りの方とかに「こんな意見が出てたんだけど」って、誰が発言し 

たというはなしに、こんな意見が出てたけど、どう考えるっていうのを集めてい 

ただける方がいれば、それで次回に持ち越しということでいかがでしょうか。 

【議長】 

  持ち越しは、小糸・中小の部分か？ 
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【植田主査】 

  そうですね。で、他の学校も一覧にして出しますので、推薦理由とかも「これ 

だね」ってつけていただいて、最終的に準備室として一番の推薦はこれっていう

風に決められるものがあれば。皆さん委員でいらっしゃって、他地区だから関係

ないではなくて、これからは一緒に考えていかないといけないので、相手の立場

も慮りながらですね、最終的には皆で決めたという形で推薦をあげたいと思いま

すので、そのようかたちでよろしいでしょうか。 

【全体】 

（異議なし） 

【議長】 

  では、残りの校歌・校章、制服・体操服の説明を事務局お願いします。 

【植田主査】 

  本日、カラー刷りで、小糸・清和地区の制服、既存の制服とジャージの写真を 

載せさせていただきました。これから、制服等のことについても考えていかなけ 

ればならないと考えます。今日の資料は前渡ししたもので確認したいのですが、 

今、制服を販売している業者、作っている業者、それと地域で販売している業者 

の意見などを伺っているところです。 

やはり、この制服に関しては、金額的に高いものですので、保護者負担という 

ところを我々は考慮しなければいけないと思っています。我々としては、保護者 

に新たな負担をかけないように進めていきたいと思っていますが、清和中と小糸 

中が統合した時点で何人になるという感情的なものもあると思うので、そのへん 

についての意見を伺いたいと思います。 

あと、業者の方から、新たなモデルのものを１０月までに発注するとなると、 

業者のスケジュール的には、来年度の新１年生に間に合わせるのは難しいとのこ 
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とでした。今後、皆さんとこの事について協議していくと、 

今の小学校５年生が中学校に入学する段階で間に合わせるというものが可能と 

なります。しかしながら、このままで、小糸中か清和中に合わせるということで 

あれば別ということです。 

ジャージに関しては、いくつかありますが、大体どの業者でも同じような形で 

進められるようです。業者としては、プレゼンの機会があれば、保護者に対して 

行う事も可能だということですので、校名が決まれば、こちらの方も。 

 とにかく、今の小学校６年生の保護者に、今度の２月にある入学説明会で、新

しい制服を買ってくださいということは言えないにしても、このようにしますと

いうことだけをお伝えいしたいと思っています。そうすることで、保護者を安心

させたいと思っています。次回、総務部会で話し合っていきたいと思います。 

 校歌と校章に関しては、まず、この校名が決まらないと決められないというこ

と、もう一つは、作詞・作曲、あとデザインを上手く表現して、他と重複しない

ようにと調査をかけるとなると、業者を通した方が話は早いと。 

 また、近隣の千葉県の市長村調査を行ったところ、校歌の作曲とか作詞は金額

的に差があったりして、多種多様でしたので、一概に「このようにします」とい

うのは言えないものです。あともう一つ考え方として、中学生なんかは新しくで

きた生徒会なんかで校章を考えようと。今の清和中なんかは、たしか在校生が創

ったと聞いている。それも一つの考え方にあるということをご理解いただき、そ

こらへんについては、申し訳ないですが、保護者負担のことも考えて、一番先に

制服のことを、進めていきと思っています。 

 校名が決まりましたら、校歌⇒校章という風に進めていければと考えておりま

す。今回、校歌に関しては、校名も募集しましたので、きっと募集とか生徒さん

にも考えていただいてというかたちが、皆さんのご意見ではないかと推し量って
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います。その後、また一定の募集期間等かかります。 

 やはり、歌詞をゼロから考えるというのは、校名１つにしろ難しいので、どち

らかといえば、こんな学校でありたいとか、こんな生徒に育ってほしいイメージ

とか、今ある校名の中で使えるフレーズとか、そういう形で絞っていって、後は

プロにお願いする形になるイメージと思っていますので、ご理解をいただければ

と思います。校名・校歌・制服等について、よろしいでしょうか。 

【議長】 

  今説明がありましたが、具体的には今度の会で説明していくということですが、 

 ご質問等よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。 

  それでは、最初にお願いした小糸中学校の件について、説明してもらってよろ 

しいでしょうか。 

【全体】 

 了承。 

【植田主査】 

  ＰＴＡ会長、中学校３年生の保護者とか、ＰＴＡ役員に説明してきたのですが、 

これから全保護者、あと、中小、小糸小の６年生は関わることなので、一緒に説 

明していきたいなと考えております。準備室の委員の皆さんも、実際、地域から 

どうなっているのと、聞かれることもあると思いますので、共通理解を図ること 

ができればと思います。 

 この説明する内容については、全て細かいところまでご説明できるというもの

ではないですが、あくまで予定で、入札の度合いによってはすこし時期も変わっ

たりしますが、ご了承ください。（パワーポイント使用して説明） 

 県から出ている施設のあり方ということで、皆さんもご存知のとおり、首都高

速も含め全ての国内のインフラ、道路や橋や施設、そういったものは改修等を今
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行っています。今までは、建築して、多少劣化して改修して戻してはいくのです

けども、ある程度いってしまったら建て替える。お金のある時代はそれで済んで

いたのですけど、今、日本全国がそういう状況で、日本全体が高度成長時期に下

水道を入れたり色々な整備を行ってきたが、それはまかりならない状態なので、

なるべく有効に使える資源を最大限に使いましょうっていう考え方が、文科省、

県からも出ています。施設は建てたときからどんどん劣化していきます。この中

小もきれいに使っていますが、劣化していきます。その中で、機能を改善するよ

うな工事をして、なるべく元の状態に近づける。で、また、当然劣化していきま

す。その中で、長寿命化に資する、長く使えるような、そういう機能を持たせる

ような工事をして、できる限り使っていきましょうということで、市の政策から

出ているのは７０年程度、これは木造とかも含めて平均なんですけど、県や文科

省の方ではしっかりメンテナンスを行えば８０年は使えるだろうと出ています。 

 こちらは市内の全部の学校一覧ですが、小学校１７校、中学校１１校、全部で

２８校の施設を抱えています。その施設の状況は、一覧のとおりとなっていまし

て、小糸中学校は昭和３０年代。昭和４０年代、高度経済成長時期で君津市も人

口が爆発的に増えた時に、小学校８校、中学校６校が建築されました。で、６０

年代に周西南中学校を新設、平成になって外箕輪小学校が新設されました。これ

だけ短い期間に多く建築されておりますので、これらの施設をいかに有効に活用

していくかというところになります。 

 では、小糸中学校はいうと、普通教室棟という、職員室や子どもが普段過ごす

教室がある棟ですが、こちらは昭和３８年の７月に建築しています。その後３７

年程経った、平成１１年に、この部屋にも筋交い入っていますが、耐震化工事と

共に大規模改修を行っていて、一度機能改善も行い、現在５４年が経過したとこ

ろです。隣の特別教室棟は、こちらは、昭和６１年３月に建築されましたが、そ
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の後改修工事等は行っていない状況で３１年経過しております。だから、外から

の見た目も特別教室棟の方が古く見えますが、躯体とか中身を見ると、普通教室

棟が古いものです。 

 長寿命化に資する工事として、中の鉄筋コンクリートですから、外壁をしっか

り改修する。これは、新しい学校としてリニューアル感を出すだけじゃなくて、

コンクリートの劣化を防ぐ、外の雨漏りなどからの腐食を防ぐ、もちろん屋上の

防水ということでコーティング等をして雨漏りを防ぐ。コンクリートの中の鉄筋

を守るための外工事を行っていきます。 

 あと、建物の中ですが、蛍光灯が上から吊るしてある状態なので、地震とかの

時に落ちてくる可能性があるので、こういったものの改修工事。あと壁、教室等

の間仕切りですが、木造で造られているが、今準耐火性といって火事が起きたと

きに他に燃え移りにくいような素材で直していく。昇降口とか、子どもたちが使

用するロッカーなんかも劣化してきて怪我等につながりますので、掃除用具入れ

が開きにくいということであれば、機能的にも使いづらいということで、そうい

ったものを改善していく。あと、電気もＬＥＤ化してエコ改修も考えています。 

 こちらの工事をするにあたって、考えなければならないのは、今いる子どもた

ちの教育活動を確保すること。工事をやればどうしても支障は出ますが、音も出

るし場所も制限されますが、授業をできることを確保すること。で、やるんだっ

たら、先程話したように長く使えるように良い施設にしたい。そして工事中の安

全もしっかり確保したい。中学生ですから、自転車で入ってくる時、工事の車両

が出入りしたり色々あったりします。 

 教育活動を確保するためには、工事期間はなるべく短くて影響が少ない方がい

い。しかし、工事期間を短くするためには、工事がやりやすい動線とかを考えな

ければならない。そのためには、ある一定の場所の確保が必要になる。あとは、
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小糸中学校周辺への音とか、そういった影響も出てくるし、体育祭とか他の行事、

グラウンドに対して影響が出てくる。決められた適正なコストの中で必要な財源

を確保して、全体的なバランスを取って、最適な工事をしなければならないと考

えています。校名の説明の際にもお話しましたが、補助金も上手く活用しながら

進めていきたいと思っています。 

 かつて、周西中学校などは、特別教室棟に全部子どもを移して、つまり家庭科

室なんかを全部普通教室に変えてやった事例もあります。そういったやり方もで

きますが、この家庭科室なんかは本来の機能を使用しなくなります。 

 そのようなことを考えた時、普通教室分全部、子どもたちが一番長くいる教室

については、プレハブで８教室分確保して、あと、先生方が過ごす職員室、保健

室、学校も外部関係者との打ち合わせを行いますので、狭いですが校長室も用意

させていただいて、あと給食を搬入してきて置いておく部屋、２階建てで、トイ

レと手洗い場なんかも最低限ではありますが用意していきます。で、１０月の地

区の体育祭が終わったあたりから、仮設の建設工事が始まりまして、１月末くら

いに、子どもたちは仮設校舎へ移ってもらう予定です。 

 工事の全体期間は、平成３０年１月から１２月末までなんですが、まず管理普

通教室棟、普通教室がある方を先に手がけて、それが終わりましたら９月の時点

で改修が終わった校舎に戻っていただきます。その後、いつも通りの教室で、子

どもたちは過ごしていただいて、ただ特別教室棟の工事を行って、その間、仮設

校舎を残しておいて、保健室とかそういったものを残しておいて、全体的な工事

は平成３０年１２月末まで。といいますのも、平成３１年４月から学校が新しく

スタートしますので、学校の先生方はこの期間で引越し作業などもありますし、

次の新年度の準備という事で、本当に先生方にご苦労いただかなければならない

部分で、その期間はしっかり確保したいということもありまして、このような工
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事スケジュールとなりますが、生徒さんには負担をかけなければならない時期も

出てきてしまいますが、そういった意味で、ご理解をいただければと思いまして、

今日の説明をさせていただきました。あと、仮設を建てる場所なんですが、校舎

とグラウンドの間部分に仮設校舎を建てて、１階に、昇降口、校長室、職員室、

保健室という機能と、普通教室、あと給食を搬入する配膳室、各階にトイレがあ

るといったものです。以上です。 

【学校再編推進課長】 

本案件については、小糸中学校ＰＴＡ会長、藤村委員のご指摘を受けまして、 

 小糸中学校長の計らいもありまして、ＰＴＡ役員の方への説明が実現したもので 

す。ありがとうございました。 

 先週の２１日、ＰＴＡ役員会の前でご説明いたしました。その中で、たくさ 

ん質問をいただきまして、それがもとに、１０月５日に小糸中の保護者、小糸小、 

中小の６年生の保護者を対象に、説明会を開催する運びとなりました。 

 その時の、役員会の指摘等を受けて、多少、資料の修正ですとか、説明に補足 

等を予定しておりますので、本日説明したものから少し変わる可能性があること 

は、ご了承いただければと思います。 

【Ｅ氏】 

体育館は新しいから、入学式、卒業式は関係ないと思うけど、子どもたちの体 

育祭はどうなるのか。それとも野球場とか。何か配慮はあるのか。 

【植田主査】 

仮設校舎の位置については、学校側の意見を取り入れて変えました。ちょっ 

とトラックにかかってしまう部分はあるのですけど、できないわけではないです

が、少し工夫をしてやっていただく必要があると思います。 

【学校再編推進課長】 
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子どもたちの体育祭、地区の体育祭についても、仮設校舎を建てるにあたって、 

今は設計をやったり、確認申請の手続きをやったりで、実際の現場への資材搬入 

は、地区体育祭が終了した後ということですので、今年度は問題ないと思ってお 

ります。 

【議長】 

  他にございますか。それでは、時間をおしてしまいましたが、説明いただきあ

りがとうございました。 

  その他ございますか。 

【事務局】 

  ありません。 

【議長】 

  今日は大変時間が長くなってしまい申し訳ありません。 

  以上で、全ての議事を終了させていただきます。 

【植田主査】 

  本日は長時間に渡り、慎重審議ありがとうございました。 

  まだ、校名候補について全て決定しておりません。そこで、皆さまにお諮りし 

たいのですが、全く別日で設けるか、１０月１０日に通学部会を開催予定してい 

て、今、全委員さんに資料を配布させていただきました。保護者代表は２名のう 

ち、どちらか出ていただければ構いませんが、もし可能であれば、１０月１０日 

の通学部会の前に、今日の話の続きをさせていただければ、通学部会に関わる方 

は、２回が１回で済むかなと思いますが、それがダメであれば１１月１７日の火 

曜日でいかがと思っているんですが、どちらがよろしいでしょうか。 

 ちなみに１０月１０日ですと、もともと予定していなかった方は、校長先生と、 

保護者で片方の方となります。もしあれでしたら、今回、これだけ話を詰めてお 
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りますので、同じ保護者同士、意見を託していただければ、自分達の学校区では 

こんな意見だったよということできるのかなと思ったんですが、いかがでしょう 

か。 

【各校長】 

  参加了承。 

【植田主査】 

  それでは、以上をもちまして、第２回総務部会を終了いたします。 

ありがとうございました。 


