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小櫃・上総地区統合準備室全体会 会議録 

 

日 時：平成２９年１１月１４日（火） 午後７時００から午後９時００分 

場 所：君津市立小櫃中学校 家庭科室 

 

【進行】 

本日はお忙しい中、定刻にお集まりいただきありがとうございます。 

  最初に、本日の資料について確認させていただきます。なお、本日の会ですが、

議事録等の関係で、音声と写真をとらせていただきますことにご了承いただけた

らと思います。 

それでは只今より、平成２９年度第１回小櫃・上総地区統合準備室全体会を

開会いたします。 

開会にあたり、君津市教育委員会教育部長の鈴木よりご挨拶申し上げます。 

 

【教育部長 挨拶】 

  （教育部長 挨拶） 

 

【進行】 

続いて、統合準備室長ですが、小櫃・上総地区の統合準備室を小櫃中学校とす

ることから、室長は小櫃中学校長である利光校長に、副室長は松丘小学校長であ

る西村校長に運営部で決定しましたので、ご了承ください。 

それでは、統合準備室 利光室長よりご挨拶申し上げます。 

 

【準備室長 挨拶】 
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  （準備室長 挨拶） 

 

【準備室委員】 

  （自己紹介）（事務局自己紹介） 

 

【進行】 

これより議題に移りますが、本日の会の終了時刻を遅くとも９時を目安とした

いと思いますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

では、この後の議事進行を室長にお願いしたいと思います。 

 

【議長】 

それでは、本日の議題に移ります。 

はじめに、「統合準備室の組織と取り組み内容について」事務局の説明を求めま

す。 

 

【事務局】 

「統合準備室の組織と取り組み内容について」説明 

 

【議長】 

説明が終わりました。何か質問やご意見はございますでしょうか。 

  （なし） 

【議長】 

  質問等無いようですので、「部会の割り振りについて」事務局の説明を求めま

す。 
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【事務局】 

 「部会の割り振りについて」説明 

 

【議長】 

  何かご質問等ありますでしょうか。 

では、今説明がありましたが、各学校で保護者の部会割り振りについて時間を

とりますので、相談してください。 

  （各学校で相談） 

  それでは、よろしいでしょうか。名簿と変更がある場合には、事務局へ連絡を

お願いします。 

  次の議題に移ります。 

  続いて「校名候補の選定方法について」事務局の説明を求めます。 

 

【Ａ委員】 

まず、校名を変える理由を確認したい。これまで、学校名はそれぞれの地域名

を冠している。地域の名前が付かなければ、学校の場所がわかりづらいのではな

いか。 

 

【事務局】 

説明会でも話してきたが、今回は吸収合併ではなく対等な立場での統合です。

この統合準備室も新たな学校づくりを行うものであり、校名も新たにする考えか

らです。 

「校名候補の選定方法について」説明 
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【議長】 

  ただ今事務局からの説明がありましたが、質問やご意見はありますか。 

 

【Ｂ委員】 

準備室だよりにて周知の話があったが、準備室便りの配布範囲はどこまでを考

えているのか。 

 

【事務局】 

自治会回覧とＨＰでの公表、学校からの配付を考えています。 

 

【議長】 

  その他ございますか。無いようでしたら、議題４「今後のスケジュールについ

て」事務局の説明を求めます。 

 

【事務局】 

  「今後のスケジュールについて」説明 

 

【Ｃ委員】 

制服のスライドについて、Ｈ３２年度までのスケジュールの日付が違うのでは

ないか。 

 

【事務局】 

ご指摘のとおりです。修正させていただきます。 
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【事務局】 

校名以外にも本日制服等について説明をしたので情報が多いため、ここで、グ

ループ協議の時間を設けてはいかがでしょうか。 

 

（グループ協議） 

 

【Ｄ委員】 

採用された方の公表について決めなくてはいけないのではないでしょうか。 

公表しないという考えに賛成だが、協議が必要ではないか。 

 

【事務局】 

小糸・清和地区では公表していない。 

応募でいただいたものは、全て準備室だよりに載せている。準備室で協議する

中で、「自分のものが選ばれた場合新たな学校に対する愛着が強くなるという面も

ある。一方で、個人が特定されることで不利益が起こる可能性もある。」という意

見があり、公表しないとしました。 

小櫃・上総の準備室として決定すればよいと考えますので、皆様の意見をいた

だきたいと思います。 

 

【Ｂ委員】 

選考途中で応募された方の名前は、公表されることはあるのでしょうか。 

 

【事務局】 

選考途中は、公平な選考を行うことから公表はしません。 
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【Ｅ委員】 

校歌は、作詞・作曲した方の名前が公表されるであろうから、校名の場合も公

表しないと不公平にならないだろうか。 

 

【Ｆ委員】 

決定する段階で、その個人に対して公表するか、しないかについて確認を取っ

て対応をすればよいのでは無いでしょうか。 

 

【Ｃ委員】 

  校歌と校名は別に考えるべきだと思います。今回の校名は不特定多数から集め

るので、公表をする必要ないでしょう。校歌は、権利等が発生するので別に考える

ものだと思います。 

 

【Ｈ委員】 

例えば校歌や校章のデザインといった著作権が発生するものは公表するという

考え方で良いのではないか。それ以外のものは公表する必要はないという考えで

よいと思います。 

 

【Ｉ委員】 

応募した方が無記名であった場合の取り扱いはどのようにするかを決めておい

た方がよいのではないでしょうか。 

 

【事務局】 

それぞれの学校への思いがあって応募してくれると考えるので、小糸・清和地
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区の時と同様に、１票として扱いたいと考える。 

 

【Ｂ委員】 

応募用紙に住所は必要でしょうか。 

 

【事務局】 

  応募に際しては、住所も氏名も公表をしない場合には必須条件ではありません。

氏名、住所を入れているのは、この応募に一定の責任を持って行うという意味合

いから載せています。 

 

【Ｉ委員】 

今回、小学校は上総地区３校、中学校は小櫃も含め４校の校名を考えることに

なる。上総地区３校の校名を決定した後、小櫃小学校の統合ということはありま

せんよね。 

 

【事務局】 

基本計画の期間内である１０年間（Ｈ３７年まで）については統合がないと考

えて頂きたい。ただし、その後は児童生徒数や教育状況の変化により見直しをす

ることが必要となります。 

 

【議長】 

  それでは、校名については公募しながら進めていくということでよろしいでし

ょうか。（異議なし） 

  では、次の制服について質問や意見をお願いします。 
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【Ｃ委員】 

Ｈ３２年４月開校時に制服を新たにするという考えでよいのではないか。Ｈ３

１年に入学する生徒が新たにしても、統合前の学校で２つの制服が同じ学校に存

在することになる。どちらにしても、同じ学校内で制服が全部そろうことはない。

よって統合時から新たにするという考えでよいと考えます。 

 

【議長】 

  事務局に確認するが、今回は制服をどうするかについてではなく、それを考え

るために保護者にアンケートを実施したいがどうかということについて話し合

うものなのでしょうか。 

 

【事務局】 

  そのとおりです。制服について話し合いをするときに、保護者がどう考えてい

るかを把握している方が、効率的に協議を進められると考え、今回提案したもの

です。 

 

【Ｊ委員】 

  要するに、今の学校で制服が混在するか、統合時に混在するかということにつ

いて決めればよいということですよね。 

  それを今この場で決めるということなのか、そのためのアンケートをするかを

決めるのか。 

 

【事務局】 

  アンケートを実施するか否かについて意見を求めている。Ｈ３１年度から新た
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な制服を導入しようと考える場合には、メーカーなどの調整から期日が迫ってき

ている。新たな制服を導入するかどうかも含め、実際に負担する保護者の意見を

聞く方がよいと考えています。 

 

【Ｋ委員】 

  アンケートの実施時期は？ 

 

【事務局】 

  可能であれば、１２月中に行いたいと考えている。 

 

【Ｌ委員】 

  男子は全て学ランなので、そんなに変わらないように思います。女子がセーラ

ー服とブレザーのようになっているので、女子の部分を考えることになると思い

ます。女性の保護者もいるので、女性の意見を聞いたらどうでしょう。 

 

【Ｍ委員】 

  いずれにしても４つの制服が存在するというのが、イメージするのが難しいな

あと感じています。音楽会、修学旅行など外に出たときにどうなのかなあと考え

てしまう。でも、子どもたちは、４つ違うことも一つの思い出のように感じるの

か？ブラウスやカーディガンなどでそろえるという手段もあるのかなあと…難

しい。夏服はブラウスだけなので、さほど違わないのではないかと思いますが…。 

 

【Ａ委員】 

  値段的なこともわからないが、この制服を変えるときだけ市から補助を出すよ
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うなことは考えられないでしょうか。 

【議長】 

  要望として検討してください。 

 

【Ｎ委員】 

  アンケートを実施する前提で、導入時点でＨ３１年度、Ｈ３２年度、その他と

いう選択肢があるが、その他の意味は？ 

 

【事務局】 

  その他は、Ｈ３２年度に１～３年生まで全員そろえたいというお考えの方もい

るかと思い、その他を設けました。 

 

【Ｎ委員】 

  今、ここで資料を見ながら説明を受けると理解できるが、保護者がアンケート

のみもらっても、その意図は理解できないのではないかと思います。イラストや

写真をいれて、読んだ人がイメージが湧くようにしないと、アンケートの意味が

無い気がします。 

 

【事務局】 

  アンケートの設問だけでなく、説明となる部分も図やイラストなどでわかりや

すく作成したいとは考えている。 

 

【Ｅ委員】 

  保護者が集まる機会を設定し、その中で説明をして意見をもらえばよいのでは
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ないか。説明してからアンケートをしたらどうか。 

  保護者が難しいならば、生徒に説明するということもできるのではないか。 

 

【事務局】 

  学校も学期末を迎えるにあたり、日程的に厳しいのではないかと考えている。

そのため紙ベースのアンケートで考えた。 

  子どもたちがどの程度まで理解してくれるかわからないが、制服については経

済的な負担も少なくないため、保護者に聞くことがよいと考えている。 

 

【Ｃ委員】 

  該当する学年の保護者を対象に説明会などを開催したらどうか。 

 

【事務局】 

  保護者に対してはきちんと説明する機会は必要だと考えていますが、今統合準

備室で方向性を出すための資料として、アンケートを実施したいがどうかという

ことをお諮りしたいと考えています。 

  保護者には方向性が決まった段階でするのがよいと考えている。 

 

【Ｆ委員】 

  統合準備室があり、各学校から保護者や地域の方が入っているので、ここで方

向性を見出してから保護者に投げる方がよいと思います。全く原案もなく投げた

場合には、保護者も迷ってしまうと思います。 

  いろいろな考えを聴取することは大切だが、方向性（たたき台）が無いと意見

もまとまらないと思う。 
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【Ｈ委員】 

  事前に配られている資料は、「校名の選定について」です。今制服のことが議

題になっているが、協議する内容は校名だったと思います。 

  アンケートをとるかとらないか、ということですが、アンケートもしっかりと

もんでいないと全く意味が無いものになってしまう。 

  校名については、原案の考え方に賛成だということになったので、そこで本日

の会議は終わって、アンケート、制服はまた事務局の原案をもとに、次回以降協

議したらよいと考える。 

 

【議長】 

  総務部会で再度集まるならば、本日アンケートを実施するか決めた方がよいと

いう意見もありますが、いかがですか。 

 

【Ｐ委員】 

  Ｈ３１年度に新たな制服を導入し、制服がそろわない中３については、市で負

担して新たにすることはできないのか。 

  そうすれば、統合時点で全学年がそろうことになると思います。 

 

【事務局】 

  ご意見として検討を行っていきますが、予算確保が必要な事項なので、すぐに

答えを出すことはできません。可能性はないものとして協議をしていただきたい

と考えています。 

 



13 

 

【Ｅ委員】 

  アンケートの文面や設問は今提示して、検討できるのか。 

 

【事務局】 

  今作成中で、ありません。 

  ご指摘いただいたとおり、今回は校名についてが議題でありました。制服につ

いてはアンケートを実施する場合には、その原案も提示した上で、皆様に協議い

ただくようにしたいと思います。よって、次回以降にさせていただきます。 

 

【議長】 

  それでは、議題４についてはこれで終わりたいと思いますが、ご質問等ござい

ますか。 

  ないようでしたら、事務局その他ありますか。 

 

【事務局】 

  ありません。 

 

【Ｅ委員】 

  私はこの場に参加していますが、統合について全て賛成しているわけではない。 

  統合になった場合、亀山・松丘は学校がなくなるという事実がある。跡地の利

用なども議題に載っていない。学校がなくなるという事実について、地域や保護

者のいろいろな感情があることを理解してもらいたい。 

  この場に教育長もいないということも残念である。それは、学校がなくなると

いう地域への配慮になるのではないか。そういった配慮を大切にして、これから
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進めていって欲しい。 

 

【事務局】 

  そういった心情があることに対して、十分に配慮をして進めていきたいと考え

ています。 

  跡施設については、市全体で手順等について協議を行っているところであり、

その際には地域の方々の声も聞きながら進めていきたいと考えているところで

あります。 

  ただ、この統合準備室は、統合を円滑に進めていくための協議を行う場である

ということはご理解をいただきたいと思います。 

  貴重なご意見ありがとうございました。 

 

【議長】 

無いようですので、これで議長の任を解かせていただきます。 

 

【進行】 

議長ありがとうございました。 

最後に連絡をさせていただきます。 

第２回目の総務部会の開催日時についてですが、追ってご連絡いたします。内

容については、募集であがってきた校名案から校名候補についての協議を行い、

絞り込みを行いたいと思います。 

また、会場についてですが、今後小櫃・上総地区の小中学校を持ち回りで開催

させていただければと考えております。決定次第、こちらについても連絡をさせ

ていただきます。 
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なお、小糸・清和地区でも行っていることなのですが、次回以降、開始３０分

前の６時半より校内施設見学会を実施できたらと考えております。 

ただし、お仕事の都合等もあるかと思いますので、決して強制ではなく希望者

のみとしたいと考えておりますが、互いの学校施設を実際に見て、知るよい機会

になるのではないかと思っておりますので、ご都合がつけばご参加いただければ

と思います。 

連絡は以上となります。長時間にわたり、ありがとうございました。 

 


