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小糸・清和地区統合準備室 第６回総務部会 会議録 

 

日 時：平成３０年６月５日（火） 午後７時００分～午後９時００分 

場 所：君津市立小糸中学校 理科室 

 

【事務局】 

皆様、こんばんは。公私共にご多用の中、定刻にお集まりいただきまして、あ

りがとうございます。平成３０年度最初の総務部会となりましたが、今年度もど

うぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】 

それでは、只今より、第６回総務部会を開会いたします。開会にあたり、今年

度より統合準備室長になられました小糸中学校 石井校長よりご挨拶申し上げま

す。 

【統合準備室長 挨拶】 

 小糸中学校 石井校長 挨拶 

【事務局】 

ただいま室長からのお話にもありましたが、今年度より新しく委員になられた

方をお迎えしております。年度も替わり最初の会ですので、委員の皆様に自己紹

介をお願いしたいと思います。 

時間の都合上、どこどこ小学校、ＰＴＡ代表の誰々ですと簡単で結構ですので、

恐れ入りますがご起立いただき、お一人ずつお願いいたします。 

 

≪自己紹介≫ 
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【事務局】 

ありがとうございました。それでは、これより議題に入りますが、議事の進行

を小糸中石井室長にお願いいたします。 

【議長】 

それでは、これより議題に入ります。（１）校章・校歌について事務局お願い

します。 

【事務局】 

校章と校歌について説明させていただきます。はじめに本日の協議の柱を確認

いたします。資料をご覧ください。校章については、「制定の時期について」「図

案の作成について」「選定について」「補正、デザイン化について」を協議してい

ただきます。続いて、校歌については、「制定の時期について」「原案の作成につ

いて」「選定について」を決めていただきます。この協議の柱について、パワーポ

イントで簡単に説明させていただきます。前のスクリーンをご覧ください。まず、

協議の流れです。はじめに校章と校歌の制定までの流れやスケジュール等につい

て説明させていただきます。その後質問ご意見の時間をとり、以降は、統合する

学校グループでの協議となります。グループ協議が終わりましたら、全体で制定

方法の確認をしていきます。 

それでは、「校章」について説明させていただきます。校章制定までの基本的な

流れですが、まず図案作成、選定、必要があれば補正・デザイン化、そして制定

という流れになります。この流れにもとづき、制定までに決めなくてはいけない

協議事項として、大きく分けて「制定時期」「図案作成者」「選定方法」「補正」が

あります。今あげた協議事項にも、それぞれいくつかのパターンがあります。詳

しく説明します。 

制定の時期についてです。大きく分けて、統合前に制定するか、統合後に制定
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するかになります。近隣の統合校の聞き取りでは、半々であります。君津市の事

例も資料に載せてありますのでご覧ください。 

続いて、図案の作成についてです。公募にする場合は、どこまでの範囲で募集

するのか、どのような校章を募集するのかを考えます。 

続いて、選定と最終決定についてです。まず誰が決めるのか、児童生徒なのか、

準備室なのか。そしてどのように決めていくのかということです。校名のように、

候補を絞って、準備室で一つに絞るのかなどを決めます。 

最後に、作品の補正についてです。こちらは、必要であれば決めていきます。

子どもから集めると手書きが多いと思いますので、デザイン化が必要です。業者

に頼むのかどうかも決めてください。 

ただいま、説明させていただいたいくつかのパターンについてグループごとに

協議し、制定方法を決めていきたいと思います。次に、校章制定までの見通しで

す。開校前か後かで見通しが違ってきます。はじめに開校前までに制定すること

を例に説明します。周東中を例に考えると、開校始めに校章が付く物をそろえる

とするのなら、業者の発注を考慮して、１１月までには制定するのがベストです。

原案については１～２ヶ月、選定についても１～２ヶ月とし、決定を９月ごろ、

補正をはさんで１１月ごろに制定という流れです。公募でも委託業者でも流れは

同じになると考えます。決定まで４ヶ月はかかると考えてください。また、業者

発注に関しては、繁忙期もありますので、１１～１２月までには発注が欲しいと

いうことでした。そうすると、それまでに制定するというスケジュールを考えな

くてはいけません。次に、統合後についてです。こちらも流れは同じになります

が、統合初年度の卒業式までに間に合わせるとするなら、発注を９月ごろと考え、

統合後すぐではなく、少し落ち着いた５月ごろから始める流れとなります。いつ

までに制定したいかを決めると考えやすいと思います。続いて、最近の近隣市町
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村の事例です。制定時期ですが近隣の統合校では、制定前と後では半々の状況で

す。図案作成者ですが、公募の場合が多いです。もちろん他の手段の事例もござ

います。これらは、あくまで事例です。参考程度という形にしてください。なお、

資料のその他には、校章が必要と思われるものについて記載させていただきまし

た。参考にしてください。「校章」についての説明は以上となります。 

それでは、続いて「校歌」について説明いたします。校歌制定までの基本的な

流れは、校章と同じになります。原案の作成、選定及び決定、必要があれば調整、

そして制定となります。制定までのパターンについてです。パターンとしては、

大きく分けて「制定時期」「原案作成者」「選定方法」「調整」です。詳しく説明し

ます。 

制定の時期についてです。校章と同じく、大きく分けて、統合前に制定するか、

統合後に制定するかになります。近隣の統合校の聞き取りでは、半々であります。 

続いて、原案の作成についてです。公募にする場合は、どこまでの範囲で募集

するのか、何を募集するのか。作詞者か。作曲者なのか。 

そして、選定と最終決定についてです。こちらは、校章の説明と同じです。 

最後に、調整についてです。こちらは、作成中に随時調整をしていくというか

たちになります。２部合唱にしてほしいや地区のフレーズを入れてほしいといっ

た内容です。続いて、原案作成のパターンとして、いくつかのパターンを作りま

した。作詞と作曲を別々にお願いするパターンや同じ人にお願いするパターンも

あると思います。これは資料として参考にしていただければと思います。次に制

定までの見通しです。こちらも、開校前と後で見通しが変わってきますが、作詞

作曲の制作期間を約４ヶ月とみています。校章のように業者発注の期限がありま

せんので、３月までに作れれば新年度から校歌がある状況になります。続いて統

合後になりますが、こちらも同じ流れになります。いつまでに校歌が欲しいのか
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でスケジュールが決まると考えます。本市及び他市の事例です。本市は統合後に

制定が多いです。近隣の統合校は半々となります。原案の作成者は、近隣の統合

校では音楽家が多いです。フレーズだけを募集している学校もあります。地元の

音楽教室に頼んでいる例もあります。こちらもあくまで参考となります。おかれ

ている状況が異なりますので、目的を明確にして決定していただきたいと思いま

す。資料その他にも、君津市に関係のある音楽家を参考としてあげました。参考

にしてください。以上で、校歌制定についての説明を終わります。 

【議長】 

これよりグループ協議に入りますが、その前にご質問等はございますか。 

【Ａ委員】 

統合校の場合、教育理念や学校教育目標はいつ誰が決めるのでしょうか。 

【事務局】 

統合後ならば、学校教育目標等を反映させやすいと思います。統合前であるな

らば、公募になった場合、どのようなものを作ってほしいかイメージしやすいよ

うに示していく必要があります。それは、学校長を中心として地域でつくってい

ただければと思います。 

【事務局】 

学校教育目標は、学校長の責任でつくります。 

【Ａ委員】 

目標とか理念がわかっていれば、それを校歌や校章に盛り込むこともできると

考えました。参考に質問させていただきました。 

【Ｂ委員】 

３２、３３年度に清和小、小糸小ができるわけですが、周東中と同じタイミン

グで作り始めるのでしょうか。 
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【事務局】 

このあとの協議で決めていただきたいと思います。校名決定のときは、議会を

経て、条例改正をしなくてはいけないので一度に決定させていただきました。校

章、校歌については、今年度中に作るとなってもよいし、来年度以降作るとして

も、各学校の方法が違ってもかまわないです。 

【Ｂ委員】 

公募というパターンですと、３校同時に募集するのでしょうか 

【事務局】 

別々でもかまいません。 

【Ｃ委員】 

中学校について協議するのはわかるが、小学校も同時に進めていくのでしょう

か。要するに、中小・小糸小だと、２年後になり職員も児童も変わっていきます。

２年前に決まったからといって２年後も同じようにやっていくのでしょうか。 

【事務局】 

決まっているからといって必ずしもその通りにしなくてはならないという拘束

力はありません。人事異動に伴い校長先生が代わったり、委員が変更になったり

することで内容も変わるのは、やぶさかではございません。ただ、方向性は決め

ていただければと思います。 

【議長】 

その他、質問やご意見等はございますか。 

【委員一同】 

特になし。 

【議長】 

それでは、この後、校章・校歌の制定方法について協議していただきますが、
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中学校グループは、制定の時期、制定の方法について考えていきたいと思いま

す。小学校については、制定の方向性について、それぞれでお考えいただくと

いうことでよろしいですしょうか。時間については、相談しながら進めていき

たいと思います。 

 

≪グループによる協議≫ 

 

【議長】 

それでは、時間となりましたので、全体で内容を確認したいと思います。周東

中学校からお願いします。 

【Ｄ委員】  

校章・校歌ともできれば開校前に作り上げてスタートしたいという考えです。 

子どもたちは、この２ヶ月あらゆる活動でこれが最後という感じでがんばって

います。学校は、３年生がリードしいています。最後の卒業生だとがんばってい

ます。その気持ちも大事にしたいと思っています。そして、１・２年生には統合

と同時に、４月には夢と希望を持たせていきたいとも考えています。新しい学校

の１期生になるという自覚を持たせたいです。開校のときにシンボルとなるよう

な校章・校歌があると良いと思います。決める段階で、子どもたちにも関わらせ

て、いよいよ始まるのだという想いを持たせるために制定したいです。 

校章につきましては、図案は公募というかたちにして生徒を含めて応募してい

く中で、補正については、皆さんの意見を聞きながら決めていきたいと考えます。

校歌につきましても、開校前に制定というかたちにしたいと思います。歌作りは

どうなるのかは予想できませんが、生徒を含めて地域の方にフレーズを公募とい

うかたちにしたい。キーワードを入れた校歌を専門家の方にお願いしたいが、ス
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ケジュールが間に合えばよいと思います。 

【議長】 

清和小学校お願いします。 

【Ｅ委員】 

校章ですが、清和中の跡地ですから、中を小に変えて決めるのがいいと思いま

したが、更に１年あるから開校前に作り上げ、準備をして開校を迎えたいと思い

ます。 

子どもの思いを大切にし、新しい学校に関わらせて、私たちの学校だという想

いを持たせるためにも、子どもたちに参画させたいです。両校で考えさせ、案を

出させたいです。学校でも心の準備をさせていきたいので、良い方法だと考えま

す。最終決定は数で決めるのではなく、統合準備室で案を絞り、専門家の力を借

りて作り上げていきます。 

校歌ですが、同じように入れたいフレーズを子どもたちから募り、地域を見て

もらい、想いを伝え専門家に伝え作っていただきたい。メロディは、清和中のも

のを使ってもよいかと思います。 

【議長】 

では、最後に小糸小学校お願いします。 

【Ｆ委員】 

校章は開校前に作るということと公募をすることを話し合いました。出てきた

ものを準備室委員で３～５つまでに選定し、公民館活動や学校行事で選んでいた

だく機会をつくります。地域の方たちを含め、みんなで選んだ校章にしようと考

えています。その後は、見栄えも大事であるからプロに補正をお願いしたいと思

います。 

校歌は、意見が定まっていません。意見として、小糸中がなくなるので、小糸
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中校歌を使うのも考えられるのではということです。中小と小糸小の校歌をブレ

ンドしようという意見もありました。同じように、似た文言があるので使えない

かという意見もあります。メロディを使えないかとも考えました。また、公募で

フレーズだけでも取ろうとも思います。 

【議長】 

グループに別れて協議したわけですが、児童生徒の気持ちを大事にしようとい

うことが共通点だったと思います。これからについては、スケジュールどおりに

グループごとに進めていくでよろしいでしょうか。 

【事務局】 

各グループで相談し、連絡を取り合いながら進めていければと考えます。 

【議長】 

以上で、校章・校歌について終わらせていただきます。 

続いて、平成３０年度年間スケジュールについて事務局お願いします。 

【事務局】 

それでは、今年度のスケジュールについて説明させていただきます。 

まず、校章・校歌についてです。各地区での協議を受けまして、今後選定方法

を含めて詳細をつめていかなくてはいけません。９月の総務部会を目安として集

まろうと考えています。その際は、周東中学校のグループで集まるというかたち

になります。 

続いて、制服についてです。制服については、この後、担当より詳細について

説明がありますが、大まかに言いますと、今月中に制服メーカーからの企画提案

書をもとにした書類審査（１次審査）を行い、７月中にはメーカーによるプレゼ

ンテーション（２次審査）を行う予定となっております。その後、９月上旬まで

には優先交渉権者が決まり、その後、優先交渉権者となったメーカーとの協議を
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経て、９月下旬頃には周東中学校女子の制服が正式に決定するという運びとなり

ます。 

なお、１月末の総務部会でもご指摘がありましたように、並行してジャージ・

体操服などの検討もしていく必要があるかと思います。確認になりますが、現在

小糸中の女子の制服を製造しているメーカー同様、ジャージ・体操服のメーカー

も統合後の２・３年生が卒業するまでは、受注・生産を保証してくれることを確

認しております。むしろ、販売店さんに置いてある現在の在庫調整も考えると、

最後の１点まで売りたいという思いもあり、以前電話した際、逆にメーカーさん

からも強くお願いをされたところです。 

それと、ジャージ・体操服などの選定については、運営部に一任ということで

了承を得たかと思います。理由としては、制服と同じ手続きを踏んでいきますと、

さらに時間がかかり、総務部会員みなさんの負担も増えてしまいます。 

制服と一緒にというお考えもあったかと思いますが、制服と異なり、ジャージ

体操服となると、学生服メーカーだけでなく、スポーツメーカーも多く参入して

くることが予想され、制服とジャージ体操服を別々に審査したり、プロポーザル

を行うメーカー数も多くなってしまったりと、結果的に時間と負担が大幅に増え

てしまいます。アンケートについても新たに取ることはせず、既に取った「制服

アンケート」の中に、ジャージや体操服などについても項目を設け意見をいただ

いておりますので、そちらの結果を参考に、保護者負担や生徒指導面、運動面と

いった側面など総合的に配慮・判断しながら決めていけたらと考えております。 

スケジュールといたしましては、例えば来年度統合する周東中を例にした場合、

メーカーへの聞き取り調査では、１０月、遅くとも１１月までに仕様を決めて発

注していただければ、生産ラインに乗せられるとのことでしたので、ジャージ・

体操服・上履きはそれまでに決めれば間に合う流れとなっております。もし校章
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をジャージや体操服に入れる場合にも、何とか間に合うスケジュール感にはなっ

ております。仮に、校章が予定通り決定しなかったとしても、考えとしては、要

望や必要性が特になければ校章は入れず、校名のみをローマ字で入れる、どうし

ても校章を入れたいとなった場合には、後付けになってしまいますが、ある業者

に確認したところ、夏休みにジャージを回収して校章マークを後付けしたところ

もあり、対応は可能だそうです。なお、高圧プレスで貼り付けるので、見た目と

して、いかにも後から貼り付けたというようには見えないですし、洗濯にも十分

耐えうる技術になっているそうです。ただ、統合後の夏休み等に回収するといっ

ても、実際にすべて回収するのはなかなか難しいという現状もあるとのことです

ので、もし校章を入れるとなった場合には最初から入った状態で納品できるのが

ベストかと思います。ちなみに、校章が入っているジャージと体操服がある学校

については、中学校では、清和中が左胸に校章のマークのみがプリントされてい

ます。厳密には、マークの中に清和中と漢字ではプリントされていなくローマ字

筆記体でＳＥＩＷＡとあります。小学校では、中小学校と三島小学校が体操服の

左胸に校章が入っております。実際、三島小については白無地の市販の体操服で

もよいこととなっております。 

なお、具体的な選定方法ですが、先程のアンケート結果を参考にしつつ、ジャ

ージや体操服も製造している制服メーカーも含め、スポーツメーカーや他の体操

着メーカーをいくつかピックアップし、その後カタログを取り寄せ、その中から

デザインを選び、複数の業者から相見積もりをとってもらって決める方法などが

あるかと思います。メンバーとしては、学校の体育主任や生徒指導主任の先生に

中心となっていただき、もちろん職員に周知しつつも、最終的には双方の管理職

や学年主任に提案、決裁をとるかたちで協議、決定していくことになるのかと思

います。もしくは両校の職員で、何か時期的に集まれる機会があるのであれば、
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そこで提案することも一つの考えではないかと思います。実際に、過去にジャー

ジ体操服を替えたいくつかの中学校に、その経緯や方法について聞き取りをしま

すと、実際は体育主任が中心となり、カタログを取り寄せサンプルを選んで、そ

の後、メーカーに修正をお願いして最終的に管理職に決裁をとるというかたちが

多いかと思います。 

協議の時期としては、８月に実施できたらなと考えております。もし校章を入

れることになっても、校章を入れる場所だけ決めておけば、スケジュール的にも

問題ないかと思います。部会の扱いとしては、教育課程中学校部会という扱いに

なろうかと思います。まずは、中学校を先に今年度協議を行い、小学校の体操服

などについては、統合前年度に同じ時期、同じスケジュール感で決めていくこと

になろうかと思います。 

次にスクールバスについてです。昨日、周東中スクールバスの事業者募集を締

め切り、今後はプロポーザルを経て、事業者締結および学校との調整を行います。 

１０月の通学部会にて詳細な運行ルートや時間等について説明できるかと思い

ます。その後、１月中旬～２月中旬にかけて保護者を対象とした説明、そして、

３月に試験運行を行うという流れとなります。昨年度行った通学部会第１回目で

は、全体像を提示し、基本的な運行形態をお示ししたいと考え、小中分けず全委

員一緒に協議を行いましたが、今後は、小学校についても通学部会を開催してま

いります。清和小学校のスクールバスについては、今年度８月頃に秋元小・三島

小で開催する予定です。小糸小については、来年度の開催を予定しております。 

続いて、ＰＴＡ部会ですが、昨年度１月に全体で第１回目を行い、組織や規約、

行事等について、統合対象校間で摺り合わせを行い、今後は統合対象校間におい

て協議を進めていくこととなりました。今年度の１１月を目途に、周東中学校の

ＰＴＡ中学校部会を開く予定でおります。そこでは、来年度統合後の組織構成や
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規約、行事などについて、決定していく予定です。その後は、統合後の役員の人

選などに入っていくことになるかと思います。ですので、それまでに、統合対象

校間で協議を進めていくことが必要となってまいります。 

今後、統合対象校間で協議を進めて行く中で、前もって、いつ開催するのかを

お知らせいただければ、開催通知の発送、また必要に応じて事務局も伺いたいと

思っております。開催後は、順次情報を他の学校にも下ろしていき、情報共有を

図っていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

他にも、統合に伴う式典関係について、各学校の進捗などを、統合対象校間だ

けでなく、６校で定期的に情報共有をする必要があるかと思います。現段階で決

まっている内容について、いついつまでに教えてくださいという各学校への投げ

かけの連絡を、こちらから機を見て校長先生もしくは教頭先生にいたしますので、

ご協力をお願いしたいと思います。統合年度が異なりますので、当然提供できる

進捗情報については、現段階で話題に出ているものや案としてでも構いません。

そして、８月頃を目途に、こちらで集約したものを、一度、皆様に情報提供でき

るようにしたいと思いますのでご承知おきください。 

来年度の周東中学校としてのスタートに向けて準備を進めていくわけですが、

同時に効率的な会議の持ち方も考えていきたいと思います。 

以上で、今年度の統合準備室スケジュールついての説明を終わりますが、いま

現在１学期７月までの開催日程について調整をさせていただいたところですので、

８月以降ついては改めて校長先生方に日程調整をさせていただき、皆様に開催日

時のお知らせ、また開催通知の発送をさせていただきたいと思います。 

長くなりましたが、以上です。 
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【議長】 

 ありがとうございました。６校で情報共有ができるとありがたいと思いまし

た。ただ今説明がありましたが、質問やご意見等はございますか。 

【委員一同】 

  特になし 

【議長】 

無ければ、本日の議題については以上となります。（３）「その他」について事

務局から何かありますでしょうか。 

【事務局】 

制服のスケジュールについて、説明させていただきます。 

まず、昨年度から継続して委員を続けていただいている方にはおさらいになっ

てしまいますが、制服見直しの流れについて説明させていただきます。 

１月２４日の総務部会、保護者アンケート、３月７日の総務部会を経て、周東

中学校の男子制服は、黒の詰襟に決定し、女子制服については、新規にデザイン

することとなりました。制服のデザインについては、プロポーザルにおいて、デ

ザインする制服メーカーを選定し、提案制服をベースで決定していくこととなり、

３月１９日から制服メーカーの募集を開始し、３社から提案書の提出があったと

ころです。今後、６月上旬に提案書を総務部会の委員の皆様に審査していただき、

７月にプレゼンテーションで総務部会の委員の皆様に中学校の生徒指導主任、

PTA 役員各校２名を加え、実施したいと考えております。プレゼンテーション

終了後、２日程度、中学校に展示し、中学生の意見を聴取した後、１０日間、小

糸公民館、清和公民館で展示を行い、保護者や児童、地域の方々の意見を聴取す

る予定です。その後、運営部において審査結果、展示会の意見等を総合的に判断

し、提案いただいた制服メーカーから優先交渉権者を決定し、そのメーカーと協
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議し、制服を決定していきます。制服決定までの流れは以上になります。 

続いて、１次審査について説明をさせていただきます。 

１次審査については、公正性の点から委員の皆様には、ご多忙の中、恐縮では

ありますが、君津市役所にご来庁いただき、採点表に基づき審査を実施していた

だければと思います。審査期間は、明日から２週間の平日とし、時間は午前８時

３０分から午後９時までに来庁いただければと思います。審査の場所として、市

役所の会議室を確保したいと思いますので、来庁される前に事前に学校再編推進

課にご連絡いただき、日時をお伝えいただければと思います。なお、当該期間に

市役所に来られない委員の方については、小糸公民館や清和公民館での対応を出

来うる限り、対応したいと思いますので、日程調整等の関係でこの会議の後に相

談させていただければと思います。 

続いて、２次審査についてです。 

２次審査については、７月中の土日で調整させていただきたく、PTA 活動、

学校行事等を考慮すると７月８日、２９日のいずれかとなります。時間帯につい

ては、午前中か午後かを考えています。会場については、７月となると大分気温

も高いですので、長時間に及ぶ審査を考え、空調設備がある場所で審査していた

だければと思い。制服メーカーの準備と退場の動線、設備面、提案者との距離感

を考慮し中央図書館の視聴覚室が最適かと思います。ただ、小糸・清和地区の中

学校の制服ですので、地域で実施したいという観点から小糸公民館、清和公民館

と考えましたが、予約状況から７月８日は清和公民館が仮押さえできましたが、

７月２９日は小糸公民館、清和公民館いずれも予約が入っておりましたので、２

９日の場合、中央図書館となります。 

なお、プレゼンテーション及び展示会のアナウンスは、保護者へは学校配布、

地域の方々へは、６月２１日の自治会回覧を考えております。 
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 事前に資料送付がなく、申し訳ありませんが、日程の都合上、本日、この会議

において、日程と会場を決定していただければと思います。よろしくお願いしま

す。なお、２９日になってしまうと、中学校への展示が夏休み中になってしまう

ことからも、７日が良いかと考えます。また、業者等の動線を考えると、中央図

書館で実施させていただくことを第一候補とさせていただきたいと思います。ご

審議のほど宜しくお願いいたします。 

【議長】 

  では、１次審査の連絡はどちらにすればよいですか。 

【事務局】 

学校再編推進課へ連絡をいただければ対応させていただきます。日時を教えて

いただければ、会場等対応させていただきます。審査の見込み時間ですが、私が

やって１時間弱でした。１社２０～３０ページで３社分になります。早い方は、

３０分くらいかかります。この期間に審査できない場合は、個別に対応させてい

ただきます。全員で審査するということになっていますので宜しくお願いいたし

ます。 

【議長】 

  それでは、それぞれの地区で日程を決めて対応していただくということでよろ

しいでしょうか。また、都合が付かない人は、市役所で対応していただくという

ことでよろしいでしょうか。 

【委員一同】 

了承。 

【議長】 

第２次審査についての候補日と会場については、どうでしょうか 
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【Ｇ委員】 

時間についてはどれぐらいかかりますか。 

【事務局】 

見込みで、提案２０分、質疑が２０分、撤収と準備で１０～１５分程度かかる

ので、２時間程度かかります。 

【Ｃ委員】 

中学校を考えると、８日のほうが良いと思います。 

【議長】 

それでは、８日でよろしいですね。場所については、清和公民館ですと、駐車

場も秋元小を使うことができるという意見もありますがどうですか。 

【Ｃ委員】 

 小糸は、清和公民館でも中央図書館でも距離は同じだから、清和公民館でもよ

い。 

【議長】 

では、７月８日、清和公民館の午前９時３０分からでよろしいですか。 

【Ｈ委員】 

制服を着るのは、今後小学生になるので、小学校の展示も考えてほしいと思い

ます。 

【事務局】 

では、中学校での展示が終わりましたら、小学校での展示を経て、公民館での

展示でどうでしょうか。 

【委員一同】 

了承。 
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【議長】 

以上でございます。議長の任を解かせていただきます。 

 

【事務局】 

慎重審議のほどありがとうございました。最後に連絡です。 

２点ございます。今後委員の皆様が参加される総務部会、通学部会、ＰＴＡ部

会につきましては、本日示したスケジュールを基本にしながら、８月以降の開催

につきましては、追って開催通知を送付いたします。なお会場につきましては、

今後小糸清和地区の小中学校を持ち回りで開催させていただきますので、校長先

生と相談させていただきたいと思います。また、保護者代表の方には、通学部会

かＰＴＡ部会のどちらかに所属していただきます。基本的には、継続でお願いし

ておりますが、どうしても変更になる場合には、会終了後、事務局までお願いい

たします。 

 

以上で、第６回総務部会を閉会いたします。長時間にわたり、ありがとうござい

ました。 


