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小櫃・上総地区統合準備室 第２回総務部会 会議録 

 

日 時：平成３０年２月２８日（水） 午後７時００から午後８時４５分 

場 所：君津市立亀山中学校 被服室 

 

【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２回小櫃・上総地区統合準備室総務部会

を開会いたします。 

開会にあたり、会場校である亀山中学校 本橋校長よりご挨拶申し上げます。 

 

【亀山中学校長 挨拶】 

  （本橋校長 挨拶） 

 

【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。 
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 本日メインとなります議題１「校名候補の選定について」こちらについて、 

事務局の説明を求めます。 

【事務局】 

  それでは、これから校名候補の絞り込みを行うにあたり、いくつか共通理解を 

図りたいと思います。 

まず、今回の小櫃・上総地区における校名募集の集計結果ですが、選考に影響 

のない数については掲載させていただきました。お配りしたものにもあるとおり、 

追加分を足しますと、３８９件もの応募が寄せられました。そのうち、中学校は 

１４２案、２４７件、小学校は６５案、１４２件とありますが、同一名称につい 

ては、何件あっても１案としております。 

また、応募者については、皆様からのご協力もあり、在校生の児童・生徒から

も多く応募がありました。 

なお、ＨＰからの応募も含め、すべて県内からの応募、ほとんどが君津市内か 

らの応募でした。事前に送付した資料には、応募者住所の県のところに無記載(17)

とありましたが、こちらは間違いでしたので、本日お配りした最終版をご覧くだ

さい。大変失礼いたしました。 

今回応募で挙がってきたものを小学校、中学校に分け、似通った名前のものに 

ついては、まとめて一覧にしてみましたが、カテゴリーに分類してみますと、大 

きくこの３つに分かれるかと思います。 

「既存の校名をそのまま継承したもの」、「頭文字をとったものなど、既存の校 

名を組み合わせたもの」、「全く新しいもの」の３つに分けることができると思い 

ます。 

  さらには、この全く新しいものについては、上総や望陀など、旧行政地区名、

あるいは地名の起源を遡ったものなど歴史的な観点から冠したもの、位置や方角、 



 3 / 11 

 

自然の豊かさをイメージしてつけたものなどもありました。 

  また、既存の校名も含めたものもこちらに分類しましたが、例えば「上総小櫃 

中」「くるり青空小」などは、上記の①や②とも重なるのかなと思うと、 

単純に分類できないところもあるかと思います。「小櫃川中」についても、川の名

前であると同時に、既存の校名を継承しているということも言えるのかなと思い

ました。校名候補の分類については、以上です。 

では、選定基準について確認をさせていただきます。応募要領に４つの応募条 

件がありましたが、これに合致しているか、していないかという意味でそのまま

選定基準とさせていただきました。①番目の条件を必ず満たし、②～④のうち最

低１つは該当することとあります。 

 それ以外にも、選定するうえでの観点として、参考になればと思い、いくつか

挙げたいと思いますが、例えば、 

・通学する子どもたちが夢や希望を持つことができるもの 

  ・各地域にとっても愛着をもつことができるもの 

  もちろん愛着というのは、最初から持てたり、湧いたりするものではなく、時 

間が経たないと湧かないものだとも思います 

  ・また、お互いの学校や地域を尊重したもの 

  ・他にも、市内の学校とのバランスも重要かと思います。 

  市内に存在する小学校や中学校と名前が重なったり、似通ってしまったりする 

ことで、位置も含めて混同したり、わかりづらくならないように、ということで 

す。また、前回の総務部会でも決定したことですが、 

・今回応募の数を選定基準とはせず、同一名称は全て一つの案とします。 

・また、応募した方の公表は行わない、ということで再度確認をさせていただ 

きます。 
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最後に、校名決定までの流れも含めた確認ですが、校名に関しては、この場で

決めるのではなく、小櫃・上総地区の準備室として推薦を挙げていただいたもの

を、運営部でとりまとめ最終確認をしていただき、それを教育委員会会議に諮り、

校名の原案が決定します。その後、最終的に議会を通して、正式に校名が決定と

いう手続きとなります。 

今日の校名候補の選定では、小学校・中学校それぞれ３点～４点に絞り込みま

すが、学校によって多少その数は違ってくると思います。今日の選定において、

当然皆さんのご意見がばらばらになることもあれば、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。絶対にこの名前しかない、第

一候補のみということではなくて、いくつか候補を挙げていただくということで、

選んでいただきたいと思います。そして、この理由だから、この名前がよいとい

う選考理由をしっかりと挙げていただければと思います。 

以上、よろしくお願いいたします。 

【議長】 

本日は、小学校と中学校の新しい校名の候補を決めるということで、３０分程

時間を取りますので、各テーブル（中学校区で１テーブル）で話し合って、小学

校を２つ、中学校を２つ程度、校名候補としてあげていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

【全体】 

  了承。 

  ～各テーブル協議～ 

【Ａ委員】 

  「上総小学校」「久留里小学校」『上総小櫃中学校』『小櫃川中学校』 

・どこにあるか、はっきりしている方がよい（小学校） 
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   ・上総と小櫃がくっつくから（中学校） 

   ・小櫃、久留里、松丘、亀山の各地区を流れている小櫃川から（中学校） 

【Ｂ委員】 

  「上総の森小学校」「上総緑ヶ丘小学校」 

『君津東中学校』『君津若葉中学校』 

   ・豊かな森林、緑があるから（小学校） 

   ・君津市の東にあるから（中学校） 

   ・青葉高校と関連して、若葉から青葉へ（中学校） 

   ・地域の伝統も大事だが、新しい学校をつくる新鮮味を考慮（中学校） 

【Ｃ委員】 

  「かずさ小学校」「上総小学校」 

『かずさ小櫃中学校』『かずさ中学校』『小櫃かずさ中学校』 

   ・上総地区の小学校が統合するから（小学校） 

   ・中学校は、小櫃と上総が統合するから（中学校） 

【Ｄ委員】 

  「君津東小学校」「上総小学校」 

『君津東中学校』『上総小櫃中学校』『上総中学校』 

   ・新しい学校づくりという観点から、今の地区名を使わずに考えた 

    （君津東小・中学校） 

   ・上総地区名を残すため、房総の[総]の文字を漢字で残したい（他３案） 

【議長】 

各班よりいただいた候補の一覧から考えると、『上総小櫃中学校』、 

「上総小学校」を候補としてあげるということでよろしいでしょうか。 

【全体】 
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  了承。 

【議長】 

  平仮名の「かずさ小学校」も候補として出してよいでしょうか。 

【全体】 

  一部了承。 

【議長】 

  第一候補としては漢字と平仮名、どちらがよいでしょうか。 

  「上総小学校」多数、「かずさ小学校」少数 

  第１候補として「上総小学校」、第２候補として「かずさ小学校」とします。 

【全体】 

  了承。 

【Ｅ委員】 

  平仮名の小学校名は全国にありますか。 

【事務局】 

  数が多いわけではないが、あることはあります。 

【事務局】 

  漢字でも平仮名でも、どちらも応募した人の思いがありますので。 

【議長】 

  最低でも２つの候補を決めなければなりません。君津東中学校は候補として 

 ２つあがっていましたがどうでしょうか。 

【Ｃ委員】 

  うちの班でも候補案として話が出ていたのでよいと思います。 

【Ｆ委員】 

  上総小が有力なのはわかりますが、なぜわざわざ〔森〕とか入れる必要がある 
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のでしょうか。 

  中学校は候補として君津東中学校があがってしまったが、君津東という表現と 

 して、今、君津とは４市（袖ケ浦、木更津、君津、富津）の範囲のことで使わ 

 れていたりします。市域として広すぎるかなと。あと、君津市内の学校には南と 

か西とか、方角ばかりな気がします。 

【Ｇ委員】 

  全地区に関わり、地区もわかるから、小櫃川を検討してほしいと思います。 

【議長】 

  団体では決まりにくいので、先程、各班よりあがった中から、個人の意見とし 

て候補を考えていただきたい。 

  ～各候補名集計～ 

  人数で決めると、上総の森小学校が３番目の候補ということになりますが、そ 

れでよろしいでしょうか。 

【全体】 

  了承。 

【議長】 

  中学校は、君津若葉中学校が３番目の候補ということになりますが、よろしい 

でしょうか。 

【全体】 

  了承。 

【事務局】 

  次は、優先順位を決めていただきたいです。総務部会の思いとして、この校名 

について、地域の方はどう思っているのか、教育委員会会議の委員の方も、地域 

の思いを知りたいと思っています。 
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【議長】 

  では、まず小学校については「上総小学校」が１番でよろしいでしょうか。 

【全体】 

  了承。 

【議長】 

  次は、「かずさ小学校」が２番、「上総の森小学校」が３番としていましたが、

どうでしょうか。 

【Ｈ委員】 

  この２校について、今一度協議をしていただけるとありがたいです。 

【Ｉ委員】 

  同じ学区でも、意見をまとめるのは難しいと思います。ですので、１人２回手

をあげるというかたちをとるのはどうでしょうか。 

【議長】 

  みなさんいかがでしょうか。 

【全体】 

  了承。 

【議長】 

  それでは、小学校２回、中学校も２回、もう１度全て決めるというかたちで。 

  ①「上総小学校」   ②「上総の森小学校」 ③「かずさ小学校」 

  ①『上総小櫃中学校』 ②『君津東中学校』  ③『君津若葉中学校』 

  人数が足りないので、挙手していない方もいらっしゃるみたいでしたが、棄権

ということでしょうか。 

【対象者】 

  棄権。 
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【Ｊ委員】 

  そもそも、１番を決めるのだから、１人１票でいいと思います。 

【議長】 

  それでは、１度決まりましたが、１校ずつ順番に、１人１票で決めるという 

 ということでよろしいでしょうか。 

【全体】 

  了承。 

【室長】 

  ①「上総小学校」   ②「上総の森小学校」 ③「かずさ小学校」 

  ①『上総小櫃中学校』 ②『君津東中学校』  ③『君津若葉中学校』 

【事務局】 

小学校の優先順位２位、３位については、同じ位の思いであったと教育委員会

会議に伝えさせていただきます。そして、上総という地名を残したいことも含め

て候補の理由を決めていただけますようお願いします。 

【全体】 

①「上総小学校」 

  ・上総地区の名前を残したい 

  ・学校の場所がわかること 

②「上総の森小学校」 

  ・自然を残す、豊かさ 

③「かずさ小学校」 

  ・あたたかさ、平仮名を使うことの柔らかさ、地区名を残したい、 

場所がわかること 
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①『上総小櫃中学校』 

・地区名を残したいという両地区の思いから 

②『君津東中学校』 

 ・君津市の東に位置するから 

③『君津若葉中学校』 

  ・青葉高校との関連、若葉から青葉へと成長してほしい 

  ・自然や緑を感じとれる 

【議長】 

  ちなみに参考までに「君津若葉中学校」の応募元の理由の照会をお願いします。 

【事務局】 

  説明（応募結果一覧より説明） 

【Ｂ委員】 

  個人的には、青葉・若葉は人の成長という願い、思いがあります。 

【Ａ委員】 

  『上総小櫃中学校』については、小学校が「上総小学校」になるならの話です 

が、小櫃小と上総小、２つの学校が一緒になるので、『上総小櫃中学校』がよい 

という意味です。 

【Ｆ委員】 

  『上総中学校』になってしまうと、小櫃小学校の子どもは一体どこにいくのか 

なという思いから、『上総小櫃中学校』がよいと思いました。 

【事務局】 

  ご意見として承りたいと思います。ありがとうございます。 

 それでは、全体を通してご意見がなければ、議長にお返ししたいと思います。 

【議長】 
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  それでは、委員の皆さまのおかげで新しい学校名の絞り込みが終わりました。 

 ありがとうございました。特に質問等なければ、本日の議題は以上となります。 

  これで、議長の任を解かせていただきます。ご協力ありがとうございました。 

【進行】 

  室長、どうもありがとうございました。 

  連絡に移りたいと思います。次回は、校名の予備日として会議の日程をとって 

おりましたが、皆さんがスムーズに決めていただいたので、次回の会議は、主に 

制服について協議していただきたいと思います。資料については、すぐ発送でき 

るようにいたします。 

【事務局】 

  皆さんから頂いたご意見を、教育委員会会議、総合教育会議に諮って進めてい 

きます。なお、小糸・清和地区のように、皆さんがつけた優先順位が変わること 

もあるので、了承願います。 

【進行】 

連絡の続きとして、本日の会議内容について、準備室だよりを発行して周知を 

 図ってまいります。 

【Ｂ委員】 

  本日の会議内容について、早速公表して周知してよいのでしょうか。 

【事務局】 

  準備室だよりが発行されてからにしていただきたいと思います。口頭でそれが

広まり、ばらばらに伝わるのではなく、広く同時にお知らせしたいと考えます。 

【進行】 

以上を持ちまして、第５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。 


