
小糸・清和地区統合準備室

①制定の時期について

②図案の作成について

③選定について

④補正、デザイン化について

①制定の時期について

②原案の作成について

③選定について
公募等で音源や歌詞・フレーズを集めた場合どれにするのか。
　校名のように、いくつかの中から候補を決めて、最終決定をしていくのか
　投票で決めるのか　　総務部会が決めるのか
公募で人（作詞家・作曲家）を募った場合、どのように決めるのか。
　面接か　書類審査か

◇校章について

◆校歌について

公募等で集まった図案からどのようにして一つに決めていくのか
　校名のように、いくつかの中から候補を決めて、最終決定をしていくのか
　投票で決めるのか　　総務部会が決めるのか

※図案に補正が必要な場合になります。
誰が補正するのか
　業者か　　美術教員か　　地域の方か

統合前に制定するか。　統合後に制定するか。

校歌をどのように作るのか
　公募か　　音楽家か　　教職員か　　児童生徒か　　地域の有力者か
公募の場合は、条件をどうするのか
　対象範囲をどうするか　対象者をどうするか
公募の場合に、何を募るのか
　作曲家か　作詞家か　音源か　歌詞か
業者に頼む場合は、どこの業者にするのか

＜第６回総務部会　協議の柱＞

統合校の校章・校歌の制定までの方法と流れについて決めます。

統合前に制定するか。　統合後に制定するか。

校章をどのように作るのか
　公募か　　総務部会か　　児童生徒か　　業者に頼むか
公募の場合は、条件をどうするのか
　対象範囲をどうするか　対象者をどうするか
業者に頼む場合は、どこの業者にするのか

（１）校章・校歌について



１　校章制定までの基本的な流れ ①図案→②決定→③補正→④制定

２　制定までのパターンとメリット・デメリット

パターン

メリット

デメリット

メリット

デメリット

メリット

デメリット

メリット

デメリット

メリット

デメリット

メリット

デメリット

メリット

デメリット

メリット

デメリット

項　目 メリット・デメリット

●学校での業務があり、多忙化につながる。

○デザインとして成り立つ
○意匠登録や商標登録の確認も同時に行える場合もある。

開校前

開校後

○時期について

○最終決定について

○図案について
○学校や地域をイメージして作成できる。
○開校後も愛着があるものになる。

●最終的に補正が必要になる場合もある。
●デザイン的に劣る可能性もある

○デザインとして成り立ち、補正が要らない。
○意匠登録や商標登録の確認も同時に行える場合もある。

●地域の想いが反映されない可能性がある。（君津市内業者以外）
●費用がかかる。（2万～１６万程度）

教育委員会

統合準備室

○決定までが円滑（原案＝決定）
○ある程度の地域や保護者の願いを反映できる。

●デザイン数が少ない中で出来上がる。
●地域等の願いや想いを広く反映できない。

◇校章選定方法資料

○補正、
デザイン化
について

○開校時に、新たな気持ちでスタートができる。
○制服等にも反映させることができる。（時期によっては）

●時間的にゆとりがない。（応募数や質に影響する場合もある）
●開校後のイメージは反映されない。校風を反映できない。

○実際の学校をイメージして作成できる。校風を反映できる。
○時間的にゆとりがある。（応募数や質に影響する場合もある）

●開校時のシンボル的なものがない。当初の帰属意識。
●制服等に後で入れる場合、費用がかかる場合もある

○多くの方のデザインを広く収集することができる。
○優秀な作品ができる可能性が高まる。

公募

生徒
保護者

委託業者

●学校や地域のイメージがわからない方のデザインであるとズレある。
●地域の方が親しみを感じない場合もある。

統合準備室・教育委員会
学校・ＰＴＡ・生徒会・インターネット投票

自治会・市議会・市長
等が考えられる。

●原案と変わる可能性もある
●費用がかかる（？？万）

美術教員

委託業者

○依頼までが、スムーズにできる。



３　校章制定までの見通し

○開校前に制定する場合（例：６月から始めて、１１月発注の場合）

原案公募 選定 最終決定 補正 業者発注

６～７月 ８～９月 ９月 ９～１０月 １１月～

原案作成 選定 最終決定 補正 業者発注

６～７月 ８月 ９月 ９～１０月 １１月～

原案募集 選定 最終決定 補正 業者発注

６～７月 ８～９月 ９月 ９～１０月 １１月～

ｱﾝｹ・聞き 発注 最終決定 補正 業者発注

６～７月 ８～９月 ９月 ９～１０月 １１月～

※発注は、校舎や校旗、制服、名札など

○開校後に制定する場合（例：初年度卒業式までの場合）

原案公募 選定 最終決定 補正 業者発注

５～６月 ６～７月 ７月 ７～８月 ９月～

原案作成 選定 最終決定 補正 業者発注

５～７月 ７月 ７月 ７～８月 ９月～

原案募集 選定 最終決定 補正 業者発注

５～６月 ６～７月 ７月 ７～８月 ９月～

ｱﾝｹ・聞き 発注 最終決定 補正 業者発注

５～６月 ６～７月 ７月 ７～８月 ９月～

※発注は、校舎や校旗、制服、名札など

※市内小学校の校章制定時期の状況は以下の通りである。

校名 開校 校章制定 前後 校名 開校 校章制定 前後

八重原小 昭和２２年 昭和３７年 後 君津中 昭和２２年 昭和３１年 後

南子安小 昭和５０年 昭和５１年１月 後 周西中 昭和４３年 昭和４４年 後

周西小 昭和２２年 昭和２９年９月 後 周南中 昭和２２年 昭和２２年 ？

大和田小 昭和４３年 昭和４５年 後 小糸中 昭和３７年 昭和３７年 ？

坂田小 昭和４６年 昭和４８年 後 清和中 昭和４５年 昭和４６年 後

貞元小 昭和２２年 昭和３８年校旗 ？ 小櫃中 昭和２２年 昭和２２年 ？

周南小 昭和２２年 ？ ？ 久留里中 昭和２２年 昭和３２年校旗 ？

中小 昭和２２年 ？ ？ 松丘中 昭和２２年 昭和２６年 後

小糸小 昭和２２年 昭和５９年校旗 ？ 亀山中 昭和２２年 昭和２４年 後

秋元小 昭和２２年 昭和２８年 後 周西南中 昭和６０年 昭和６１年校旗 ？

三島小 昭和２２年 ？ ？ 八重原中 昭和６２年 昭和６３年校旗 ？

小櫃小 昭和２２年 昭和３年 前

久留里小 昭和２２年 ？ ？

松丘小 昭和２２年 ？ ？

坂畑小 昭和２２年 ？ ？

北子安小 昭和５８年 昭和５９年 後

外箕輪小 平成６年４月 平成６年９月 後

４　その他
・校章が必要と思われるもの
　　校舎、校旗、制服、体操服、通学帽子、名札、学生証　等

公募の場合

準備室等の場合

※昭和２２年に教育基本法が公布・施行されたため、開校が昭和２２年になっている学校が多い。

児童生徒の場合

委託業者の場合

準備室等の場合

児童生徒の場合

委託業者の場合

公募の場合

　　　　≪参考≫



１　校歌制定までの基本的な流れ ①原案→②決定→③調整→④制定

２　制定までの主なパターンとメリット・デメリット

パターン

メリット

デメリット

メリット

デメリット

メリット

デメリット

メリット

デメリット

メリット

デメリット

３　原案作成のパターンと費用について　※これ以外にもパターンはあります。
パターン Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

作詞 音楽家 教職員 生徒 生徒 公募 公募

作曲 音楽家 教職員 音楽家 教職員 音楽家 教職員

費用概算
１００万
程度

謝礼程度 ５０万程度 謝礼程度 ５０万程度 謝礼程度
謝礼・賞
程度

項　目 メリット・デメリット

統合準備室・教育委員会
学校・ＰＴＡ・生徒会
自治会・市議会・市長

○時期について

開校前

○開校時に、新たな気持ちでスタートができる。
○新しい学校への帰属感や連帯感を開校時から高められる。

●時間的にゆとりがない。（応募数や質に影響する場合もある）
●開校後のイメージは反映されない。

開校後

○実際の学校をイメージして作成できる。
○時間的にゆとりがある（応募数や質に影響する場合おある）

●開校時の帰属感や連帯感の高揚に差が出る。
●開校時に歌う歌がない。（市民歌を歌うことはできる。）

※音楽家は、５０万として計算した。（他市の聞き取り調査から）

○原案について

公募

◆校歌選定方法資料

●著作権が絡む可能性がある。（ＪＡＳＲＡＣ）
●費用がかかる。（作詞作曲それぞれ５０万と言われている）

※作詞の公募は、フレーズだけなので費用はなしで計算した。生徒も同様。
※教職員については、実現しない可能性があることも考慮する。

○最終決定について

○多くの方の作品を広く収集することができる。
○優秀な作品ができる可能性が高まる。

●地域の方が親しみを感じない場合もある。
●著作権の関係で考慮しなくてはいけない。

音楽家

○決定までが円滑（原案＝決定）
○ある程度の地域や保護者の願いを反映できる。

公募

学校
生徒

（保護者）

○学校や地域をイメージして作成できる。
○開校後も愛着があるものになる。

●最終的に調整が必要（場合によっては、費用が必要）
●時間がかかる場合がある。



４　制定までの見通し

○開校前に制定する場合（例：６月から始めて、３月完成の場合）

児童ｱﾝｹ 曲詞発注 最終決定 調整 制定

６～７月 ８～１１月 １２月 １月 平成３０年度内

児童ｱﾝｹ 曲発注 生徒で詞 調整 制定

６～７月 ７～９月 ９～１１月 １２月 平成３０年度内

詞公募 曲発注 調整 制定

６～７月 ７～９月 １０月 平成３０年度内

公募 選定 最終決定 調整 制定

６～８月 ８～９月 ９月 ９～１０月 平成３０年度内

※作詞作曲（調整含む）に４ヶ月以上かかると推定（聞き取り調査から）

○開校後に制定する場合（来年度４月から始めて、卒業式に歌う場合）

児童ｱﾝｹ 曲詞発注 最終決定 調整 制定

６～７月 ７～１０月 １０月 １１月 １２月

児童ｱﾝｹ 曲発注 生徒で詞 調整 制定

５～６月 ６～９月 １０月 １１月 １２月

詞公募 曲発注 調整 制定

６～７月 ７～９月 １０月 １２月

公募 選定 最終決定 調整 制定

６～８月 ８～９月 ９月 ９～１０月 １２月

※作詞作曲（調整含む）に４ヶ月以上かかると推定（聞き取り調査から）

※市内小学校の校歌制定状況は以下の通りである。
校名 開校 校歌制定 前後 校名 開校 校歌制定 前後

八重原小 昭和２２年 昭和３７年９月 後 君津中 昭和２２年 昭和３１年 後

南子安小 昭和５０年 昭和５３年１２月 後 周西中 昭和４３年 昭和４４年 後

周西小 昭和２２年 昭和２９年９月 後 周南中 昭和２２年 昭和２２年 ？

大和田小 昭和４３年 昭和４５年５月 後 小糸中 昭和３７年 昭和３７年 ？

坂田小 昭和４６年 昭和４９年３月 後 清和中 昭和４５年 昭和４６年 後

貞元小 昭和２２年 昭和３８年１２月 後 小櫃中 昭和２２年 ？ ？

周南小 昭和２２年 ？ ？ 久留里中 昭和２２年 昭和３２年３月 後

中小 昭和２２年 ？ ？ 松丘中 昭和２２年 ？ ？

小糸小 昭和２２年 ？ ？ 亀山中 昭和２２年 ？ ？

秋元小 昭和２２年 昭和２８年１２月 後 周西南中 昭和６０年 昭和６２年３月 後

三島小 昭和２２年 ？ ？ 八重原中 昭和６２年 昭和６３年５月 後

小櫃小 昭和２２年 ？ ？

久留里小 昭和２２年 大正７年 前

松丘小 昭和２２年 昭和３７年 後

坂畑小 昭和２２年 ？ ？

北子安小 昭和５８年 昭和６０年３月 後

外箕輪小 平成６年４月 平成７年２月 後

４　その他
・君津市出身の音楽家

坂本和彦（指揮者）　　　野口 芳久（指揮者）　　　堀　優香（作曲家）　　　綾小路翔（音楽家）　

※昭和２２年に教育基本法が公布・施行されたため、開校が昭和２２年になっている学校が多い。

Ａパターンの場合
Ｂパターンの場合

Ｃパターンの場合
Ｄパターンの場合

Ｅパターンの場合
Ｆパターンの場合

Ｇパターンの場合

　　　　≪参考≫

Ａパターンの場合
Ｂパターンの場合

Ｃパターンの場合
Ｄパターンの場合

Ｅパターンの場合
Ｆパターンの場合

Ｇパターンの場合


