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小櫃・上総地区統合準備室 第３回総務部会 会議録 

 

日 時：平成３０年３月５日（月） 午後７時００から午後８時３５分 

場 所：君津市立久留里中学校 被服室 

 

【進行】 

本日も大変お忙しい中、先日の総務部会に引き続き、お集まりいただきまし 

て、誠にありがとうございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

最初に、本日の資料について確認させていただきます。 

直前の資料送付にて、じっくりご覧になるお時間もなかったかと思います。大 

変申し訳ございませんでした。 

資料については、若干予備がございますので、もしお持ちでない方がいらっ 

しゃいましたら、事務局までお申し付けください。 

それでは、只今より、第３回総務部会を開会いたします。開会にあたり、会場 

校の久留里中学校 小川校長よりご挨拶申し上げます。 

【久留里中学校長 挨拶】 

  （小川校長 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も遅くとも８時半を目安とし

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、これより本日の議題に移ります。  

はじめに、「制服の現状と今後の方向性について」事務局の説明を求めます。 
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【事務局】 

統合後の中学校に係る制服について、私のほうから説明させていただきます。 

お手持ちの「統合後の中学校に係る制服について」という資料に沿って説明して 

いきたいと考えておりますが、呼び方について共通認識をもって進めていきたい 

と考えておりますので、始めに前の画面をご覧ください。 

詰襟、セーラー服は、皆さんご存知のとおりと思います。スーツ、ブレザーに 

ついては、細かく言うとボタン等も異なるようですが、今回の見直しにあたって 

は、スーツは上下同じ生地のもの、ブレザーは上下異なる生地と認識していただ 

ければと思います。 

それ以外で、セーラージャケット、別名ブレラーというものもありますが、参 

 考までに。それでは、お手持ちの資料に沿って説明をさせていただきます。 

現状で男子は、４校とも冬服が詰襟いわゆる学ランで、夏服がワイシャツです。

一方、女子の冬服は、小櫃中はスーツ、久留里中、松丘中、亀山中はセーラー服、 

夏服は、小櫃、久留里がブラウスにベスト、松丘、亀山はブラウスで、小櫃、松 

丘、亀山はボウタイとなっています。 

今後の方向性として、４校統合後の中学校の制服を決めていく必要があります。 

制服を検討するうえで、制服を購入する保護者の負担の軽減と、４校が対等な立 

場で統合することを原則とし、既存の制服を残すと吸収合併のイメージが生じか 

ねないのではないかという中で、現状で男子は詰襟なので現状維持、女子は４校 

が異なるため、タイプやデザインを見直す方向で進めていければと考えておりま 

す。 

また、導入時期については、現状でそれぞれの学校の制服を購入され、改めて 

統合後の新しい中学校の制服を購入するとなると、保護者の負担が大きくなりま 

すので、平成３２年度の新入生から新規導入できればと考えております。 
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その理由としては、1回目の総務部会の折に、Ｈ３１～新規導入か、Ｈ３２～ 

新規導入するかのアンケートを取れればということでお諮りしたかと思います 

が、Ｈ３１～導入するとなると、すでに日程的に厳しくなってくるというのが 1 

点。 

それから２点目としては、先進事例の多くが、統合年度の新入生から制服を新 

しく切り替えているということ。他にも、統合前に制服を切り替える、つまり統

合の前に制服が混在することに対して違和感を抱くというご意見もありました。 

今回、導入時期については、ある程度こちらから原案を示してもらった方が進

めやすいという意見もありましたので、Ｈ３２～の導入という事務局からの原案

とさせていただきました。 

今、説明させていただいたのは、あくまでも事務局案となります。次に説明す 

るアンケートの結果を受け、次回の総務部会の中で協議検討する中で、既存校の 

制服を活用しよう、男子も見直そうという方向性もありうると考えておりますの 

で、あくまで現時点での事務局案と考えていただければと思います。制服の現状 

と見直しの方向性については以上となります。  

【議長】 

  「制服の現状と見直しの方向性」ということで、只今説明がありましたが、 

何か質問やご意見はございますでしょうか。無ければ、（２）「アンケートについ 

て」事務局の説明を求めます。 

【事務局】 

アンケート（案）について説明させていただきます。 

制服を見直すというのは、そう度々あるわけではありません。また、制服は各 

家庭で購入するものですので、この見直しの機会に保護者や、実際に着る子ども 

たちの意見・要望を取り入れたいと考えております。そういった理由で、事前に 
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保護者アンケートを実施させていただければと考えております。 

アンケートについては、実施を次年度とするため、統合時の新入生が新小学５ 

年生（現小学４年生）のため、来年度の小学 1年生から小学５年生の保護者を対 

象に調査したいと考えています。アンケートの項目については、事前に各制服メ 

ーカーに聞き取ったところ、希望する制服について、細かい項目でアンケートを 

取ってしまうと、回答者の中で理想の制服像が確立されてしまい、提案時に理想 

とのギャップが生じてしまうこと、また、項目が多すぎるとアンケートが負担に 

なってしまうことから、必要最小限の項目で実施したいと考えています。 

制服に関するアンケート案をご覧ください。 

アンケートの目的は、次回の総務部会での制服の協議検討の参考のため、事前 

に保護者の意向を調査するものです。先ほど方向性を提示させていただきました

が、アンケート結果の動向により、既存校の制服を活用しよう、男子も見直そう

という方向性もありうると考えております。中段には、制服決定までのイメージ

フローを記載させていただいております。このフローは統合後の新しい中学校の

制服を決定するまでのイメージフローとなっております。 

また、このフローにも関係することで、制服決定までの流れについては、３の 

「事業者提案について」にて説明をさせていただければと考えております。 

裏面のアンケート項目をご覧ください。アンケートでは、お子様が男の子、女 

の子に関係なく、男子・女子の制服について回答を頂きたいと考えておりますが、 

実際に自分の子どもが着る・着ないで考え方が変わってくるかなと考え、１では 

回答者のお子様について調査します。 

２では、自由記述となっていますが、現行の制服について、意見を聞きたいと 

思います。たとえば、中学生に兄や姉がいる場合には、実際に着てみて着心地や 

デザインへの感想を書くことができますし、地元の中学校ではない他の３校の制 
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服に対しても、見た目としての感想で構わないので書いてもらえればと思ってい 

ます。紙面に収めたいということもありますが、記述欄については、もう少し工 

夫が必要かなと思っています。 

３では、制服に希望する事項として、アからウで形の対応・色・機能について、 

エでは、制服に求める優先順位として、形・色等のデザイン・価格・機能を、 

オでは夏服について、最後にカで、ジャージや体操服等も含む、その他の要望を 

自由記述で設けております。 

このアンケート結果を次回総務部会までに取りまとめ、アンケート結果をもと

に再度、事務局案を提示させていただいて、協議検討をお願いしたいと考えてお

りますので、アンケートについてご意見をいただければと思います。 

  なお、実施時期については、次年度としますが、学校と相談をしながら決めた 

いと思います。もちろん、その際には委員の皆様にもお知らせいたします。 

【Ａ委員】 

  実際に購入するとなると、いくら位になるのでしょうか。 

【事務局】 

  男子については、制服上下セットで３万円前後。素材やサイズによって値段も 

変わってきます。なお、Ｙシャツは含まれません。小櫃中学校の女子については、 

上着・スカート・ベストの３点セットで４万円程度。松丘中学校の女子は、上着・ 

スカートで２万円程度。久留里中学校の女子は３万円程度。亀山中学校の女子は、 

上着・スカートで３万円前後とのことです。 

 参考として、ジャージにつきましては、上下で１万円程度。体操服上下で５～ 

６千円程度です。 

【Ｂ委員】 

  ブレザーになったら、いくら位になるのか。値段が気になるので、価格表示が 
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ほしいと思います。 

【事務局】 

アンケートに記載してほしいということでしょうか。 

【Ｂ委員】 

  親としては、価格はとても重要です。決まってから、今までより高くなってし 

まいましたというのは避けてほしいと思います。 

【事務局】 

  アンケートに載せるか、ＨＰに載せるかの出し方については検討させてくださ 

い。 

【議長】 

  小糸・清和地区のアンケートはどうような結果だったのでしょうか。 

【事務局】 

  女子について、ブレザーの方が若干多かったのですが、セーラーとほぼ半々で 

した。 

【Ｂ委員】 

  松丘地区でちょっと聞いてみたところ、高校になるとブレザーばかりでセーラ 

ー服が着られないから、セーラー服の方が良いという家庭が多かったです。 

【事務局】 

  今回のアンケートは保護者回答なっていますが、お子さまとよく話し合ってと 

記載してあります。それから、児童生徒が展示品を見て意見箱に意見を出せるよ 

うにしていく予定です。 

【Ｃ委員】 

  アンケートについて、現役の子どもたちに聞いてみてもよいのではないかと思 

います。例えば、久留里、松丘、亀山はセーラーだが、「こういう方が良かった」 
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という回答もあるかもしれないので。 

【事務局】 

  購入対象ではないので、意見を聞くのは申し訳ないというところから、今回の 

アンケート調査対象から外させていただいたところです。 

【Ｄ委員】 

  仮に、女性がスーツまたはブレザーという意見が多くて、男子が学ランになる 

 とアンバランスになってしまいますが、そこらへんはどうなりますか。 

【事務局】 

  アンケートの結果を積み上げていきたいと考えます。 

【議長】 

  アンケートの結果で全て決めていくということでしょうか。 

【事務局】 

  数によって決まるものではないということを、アンケートにも記載してお知ら 

せしたいと思います。 

【議長】 

  アンケートのところで、男女両方答えるのか。それとも、自分のところが男子 

生徒だけでも、両方答えるのか。どちらでしょうか。 

【事務局】 

  お子さまが男女に関わらず、意見として両方答えていただきたいと思います。 

【Ｅ委員】 

  この地域だけでなく、市内の他の学校はどのような状況でしょうか。 

【事務局】 

  周西中学校のみが、男女ブレザー。あとは、男子はみな詰襟となっています。 

 また、小糸中の女子がスーツタイプです。 
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【Ｆ委員】 

  アンケート（オ）について、ポロシャツの長袖はあるのでしょうか。寒い時に、 

ちょっと上に羽織るものは自由ですか。 

【事務局】 

  そういったことも踏まえて、数で決めるものではないと考えております。学校 

運営上、生徒指導面のこともあるかと思います。今の時代とても暑いので、業者 

からこのようなものはどうですかという提案があったので、掲載しました。 

【議長】 

  今現在、市内ではポロシャツはないと思うが、どうでしょうか。 

【事務局】 

  市内ではありません。木更津市でポロシャツを採用している学校があります。 

【議長】 

  アンケートについて、いくつか質問がありましたが、金額とか目安がわかった

方がいい、今の生徒に聞いた方がいいという点。アンケートについてよければ、

事業者提案について、事務局説明をお願いします。 

【事務局】 

  事業者提案について説明をさせていただきます。 

始めにプロポーザルという聞き慣れない言葉があると思いますので、プロポー 

ザルについて説明させていただき、制服決定までの流れもスライドで説明させて 

いただいた後、お手持ちの資料に沿って説明をしたいと考えております。 

前のスライドをご覧ください。似たような言葉で「コンペ」というのは、何と 

なく聞いたことがあるかなと思います。コンペは、仮に運動靴を決めるためのコ 

ンペをＡ、Ｂ、Ｃの３社から受け、Ａ社が提案してきた靴が良いなとなった場合、 

Ａ社が提案した靴に決まります。つまり「コンペ」とは、物を決定するための提
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案方式です。 

次に皆さんが聞き慣れないであろうプロポーザルです。コンペと同様にＡ、Ｂ、 

Ｃの３社から提案を受けたとして、Ｃ者が良いなとなった場合、決定するのはＣ 

社です。コンペとは異なり、事業者を決定するのがプロポーザルということです。 

プロポーザルでは事業者を決定した後、例えば耐久性を強くしてくれだとか、 

学年が区別できるようラインを入れ、ラインの色を学年ごとで変えてくれだとか、

デザインを若干補正する等の協議を事業者と相談しながら進めます。 

つまり、モノを決定するのが「コンペ」、メーカーを決定するのがプロポーザル

と理解していただければと思います。制服を見直すということになった場合の制

服決定までの流れについて説明します。流れの説明は、流れの全体像を説明させ

ていただいた後、詳細説明を行いたいと思います。 

まず、今日の総務部会で制服の現状、方向性、保護者アンケート、プロポーザ

ルについて説明をさせていただいておりますが、アンケートの細かい内容につい

ては、この後も意見をいただき修正をしてまいります。アンケートの後、再度、

総務部会を実施し、制服見直しの方向性の決定、また、見直す場合、スケジュー

ル、制服の決め方の検討をできればと考えております。 

続いて、プロポーザルのプレゼンテーション、展示会を経て、各種審査、意見

聴取を行った後、運営部で優先交渉権者の決定、その後、メーカーと協議検討を

重ねデザインを決定してまいります。ここの「優先交渉権者」というのはメーカ

ーのことですが、メーカーと細部調整の協議をしていく中で、あまりにも折り合

いがつかない場合は、そのメーカーに制服を作ってもらうのを断念する場合があ

ります。制服のデザイン等全てが決まった時点でメーカーも決定となりますので、

協議中はまだそのメーカーに決定するかわかりませんので、あくまで優先交渉権

者という言い方となります。ざっくりとした流れは以上になります。 
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続いて詳細の説明に入らせていただきます。まずは、メーカーの募集について、

説明させていただきます。募集は総務部会で見直しの方向性を定めた後、学校再

編推進課の方で募集をかけます。各制服メーカーに事前に聞き取りを実施したと

ころ、夏服は冬服をベースに考えるので、提案は冬服のみを行うこと、また、各

メーカー１案ずつにするとメーカーも冒険が出来ず、各メーカーが似たような提

案になってしまうということで、２案ずつ提案をしていただくこととします。 

前のスライドでは、４社から提案があったという想定をしておりますが、プレゼ

ンテーションの時間的な拘束を考慮し、ある程度、プレゼンテーションのメーカ

ーを企画提案書の書類審査で絞る必要があると思います。 

先進市の例で言うとプレゼンテーションを実施してもらうメーカーは２から 

３社に絞るというのが、一般的でした。 

続いて、プレゼンテーション・展示の説明です。プレゼンテーションでは、企 

画提案書の書類審査を通過した各メーカーに会社概要やデザイン、機能等につい 

て説明していただきます。 

例えば、Ａ社は「家庭で洗えるから小まめに洗濯できて常に清潔ですよ」とか

「伸縮性が高いから、活発な中学生が行動するのに着心地がいいですよ」といっ

たＰＲ、Ｂ社は「防臭性があるので、夏場でも匂いが気になりませんよ」とか「通

気性がいいので、夏場の着心地がいいですよ」といったＰＲ、Ｃ社は、「撥水性が

高いから雨天時に多少ぬれても撥水します」とか「薄暗くなった際に反射素材が

入っているので、夜間の自転車で走っていた場合、自動車からの確認がしやすい」

というのがプレゼンテーションです。 

展示は、こちらは京都府の鳥羽高校が制服をリニューアルした際の例ですが、

鳥羽高校では、生徒が実際に制服を着てプレゼンテーションのモデルとなり、そ

の後、体育館で制服を展示し、各生徒の意見を聴取したようです。 
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実務的には、事前にお配りした資料の３．事業者提案についての「審査」に明

記してありますが、プレゼンテーション時に提案を審査する必要があります。ど

のように審査するかは採点表を事務局で用意し、採点表に基づき審査していただ

くことを想定していますが、審査員は総務部会員をベースに考えるのが良いと考

えております。なお、審査員以外でもプレゼンテーションを見たい方もいらっし

ゃると思いますので、入場は制限せず実施できればと考えております。 

続いて、先ほど話で出した採点表の審査項目や点数配分についてですが、今後、

保護者アンケートから保護者が何を重要と考えているか取りまとめ、それをベー

スに事務局で案を提示させていただければと思います。 

続いて、優先交渉権者であるメーカーの決定です。優先交渉権者の決定は、審

査結果や聴取した意見の結果、そして生徒指導等の学校運営上の観点をもとに、

総合的に判断し、統合準備室運営部にて決定、意見や生徒指導等を考慮したうえ

で、制服メーカーと協議を行い、正式に制服を決定していければと考えています。 

制服の他にもジャージや体操服、靴や鞄などの検討も実施していく必要があり

ますが、制服と同様の手続きで一つ一つ実施していくと、時間を要し、総務部会

員の皆様の負担が増えることを考えると、運営部にて保護者負担や生徒指導、運

動面等に配慮しながら決定していきたいと思います。 

【Ｇ委員】 

  アンケートの結果によって、ポイントの重みをつけると言ったが、例えば価格

が重要なら、上限３万円でどこまでできるのかというのを条件につければいいの

ではないでしょうか。 

【事務局】 

  アンケートの結果はもちろん伝えるが、とりあえずは、現状より高くならない

ように進めていきたいと思っております。 
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【議長】 

  制服について、一般の人も見られると言っていたが、どこでどのようにしてや

るのでしょうか。 

【事務局】 

  先進事例では、業者に土、日曜日に来てもらい、学校の体育館でプレゼンテー

ションを実施したり、行政センターなどに１週間展示したりするといった例があ

ります。採点は準備室の皆さんにしてもらいますが、意見箱を置くことで、多く

の方に意見をいただけると考えております。 

【議長】 

  （４）「ジャージ等の方向性について」事務局の説明を求めます。 

【事務局】 

  先程、まとめて説明してしまいましたが、改めて、説明させていただきます。 

 ジャージも同じように、業者も一から決めます、次は鞄ですといった具合に進め

ていくと膨大な時間がかかり、皆さんにも非常に負担がかかってしまいます。 

ジャージの機能面、学校運営面、生徒指導面等について学校側からも意見をもら

い、制服アンケートでいただいた保護者の思い、価格等もあると思いますので、

それらを参考に進めていきたいと思います。 

  ですので、アンケートのところに、ジャージについても触れていますので、そ

こで意見をもらえたらと思っております。 

【議長】 

  ジャージ等については、制服のようにではなく、意見を吸い上げたあとは、一

任していただきたいということですが、よろしいでしょうか。 

【全体】 

  了承。 
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【事務局】 

  制服の金額等について、出し方については検討させていただきたいと思います。

また、アンケートの対象者について、現役の中学生に聞いてみてはどうかという

意見がありましたが、本日いらっしゃる中学生の保護者としては、どう考えるか

教えていただけると大変ありがたいですがいかがでしょうか。 

【Ｅ委員】 

  高校生になる娘の話によれば小櫃中のブレザーのデザインが非常にださくて 

着たくなかったので、変える機会があれば、変えていただければと思います。 

【事務局】 

小糸・清和地区では色々出てきたので、そういった率直な意見を聞かせてほし 

いと思います。 

【Ｅ委員】 

  小櫃中のブレザーは値段が高いということで、体育館でバザーをやったりする 

と、女子の制服が出ていることがあるが、結構売れています。やはり、価格が高 

いからではないかと思います。 

【事務局】 

  全国的に保護者負担の軽減ということで、制服リサイクルといったことが行わ 

れています。 

【事務局】 

  先程のアンケート対象の話に戻ってしまいますが、中学生の保護者の方に１つ 

教えていただきたいのは、統合時の中学２・３生は制服がどうしても混在するこ 

とになると思います。その際、新制服が素敵で、子どもが買ってほしいと言われ 

た時などのことを考えると、配慮して新中学１年生以下に聞いた方がいいのか、 

それとも、幅広く遠慮のない意見が必要なのか教えていただきたいと思います。 
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【議長】 

  参考までに多数決を取らせてほしい。当然、数で決めるものではありません。 

  ・原案・・・・・・５割弱 

  ・現役も含む・・・５割強 

 この結果も参考にしていただければと思います。 

【Ｈ委員】 

  アンケート内容について、何年生という項目がないかと思います。対象となる 

新５年生とか４年生の保護者は真剣に考えると思いますが、新１年生はよくわか 

らない意見とか出ると思います。重みが違うという訳ではないが、参考にする時 

に、新５、４年生の意見は大事だと思います。 

【事務局】 

  集める時に、学年別に集めてもらっているので、それで分かるようにはなって 

います。 

【Ｉ委員】 

  アンケートは子どもで１枚か、家庭で１枚でしょうか。 

【事務局】 

 家庭で１枚となります。 

【議長】 

  他に無ければ、本日の議題については以上となりますが、（５）「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】 

  それでは事務局より１点。 

  これから統合に伴い、一つの区切りをつけるための閉校行事といいますか、そ 

ういったものを今後、各学校・各地域においてどうしていくのか、その辺の方向 
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性について、ある程度、情報共有を図っていけたらと思っております。 

  なお、統合に伴う閉校行事等に関するこちらとしての見解ですが、こちらが主 

となって、大々的に閉校式典をやるということは今のところ考えておりません。 

 といいますのは、統合前の３月というのは先生方にとっても大変忙しい時期で 

ありますし、通年行事も実施しながらとなりますので、教職員の負担を軽減する 

という観点によるものです。 

  しかしながら、当然そこには地域や同窓会の方々の思いもあろうかと思います 

ので、その辺につきましては十分承知しているつもりですし、尊重したいと思っ 

ています。また、学校の設置者である市への校旗返納をどのように行うかなどと 

いったことも、今後検討していく必要が出てくるかと思います。ですので、地域 

や同窓会の方々から是非やりたいという声がある場合には、学校と相談していた 

だき、その情報をこちらにも挙げていただければというふうに考えております。 

  なお、統合後の開校式などといったものについても同様の考えです。 

統合後、新しい学校としてのスタートを切るうえで、当然、校歌や校章について 

もこれからどのように決めていくか協議していくわけですが、中には、先進事例 

として、統合後に生徒たちが校歌や校章を決めてから、開校式の意味合いも込め 

て、お披露目会のようなかたちで実施した事例もありました。 

つまり、時期的にも統合時の４月ではなく、生徒たちがある程度落ち着いてか 

ら行うというのも、一つの考えかと思っております。 

各学校の閉校行事等の件については、今後の検討課題として持ち帰っていただ 

けたらと思いますが、この場で何かありましたらお願いいたします。 

  なお、小糸・清和地区ですが、現段階では、小糸中は実施しない方向であると 

いうこと。それから、清和中については、周年記念事業と関連させて、地元の方 

が主体となって進めるような話を伺っております。 
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【Ｊ委員】 

  今日、蔵玉小学校跡地を見てきました。見るに耐えない状況でした。学校には 

 歴代の校長の写真など、歴史的なものが色々あります。坂畑に蔵玉から持ってき 

 ていないですよね。地域からすると、色々あります。そういったものを、例えば 

 中学校は、小櫃の学校に持っていくとか、そういったことも提示していただきた 

 いと思います。 

【事務局】 

  事務局から説明させていただいたのは、閉校式については、地元に持ち帰って

ご検討くださいという点ですので、跡施設の利活用の質問についてお答えします。

蔵玉、香木原、鹿野山小で使わなくなった校舎がありました。その跡地利用につ

いては、使わなくなったから何とかしようといったものでした。 

  学校の校舎だけでなく、公共施設の有効活用を考えていかなくてはいけない時

代になってまいりました。学校再編に進めるうえで、使用しなくなる校舎につい

ては出てきてしまいます。こちらについては、耐震性を備えた優良な資産だと思

っています。その施設のあり方について、考えていかなければならないと思って

おります。ただし、子どもがまだいる段階で「この施設はこうしよう」というの

は全国的にみても、子どもがいる時からそのように進めるという例はかなり少な

い状況もあります。行政が一方的に示すのでなく、市民の皆さんからの意見も取

り入れながらやっていこうと取り組みが動き始めている状況です。 

  また、そのような動きが具体化すればお知らせしていきたいと思います。 

【議長】 

今意見があったのは、跡地利用もそうですが、残っている様々な資料や、過去

の物をどこかにまとめてというような話だと思います。私も今、色々なものを整

理していますが、例えば歴代のアルバム等を並べたりしていますが、統合したら
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どのようにしようかとか、各統合校のものどこに飾ろうかなと考えたりしていま

す。 

【Ｊ委員】 

  校長先生はどう思っているのでしょうか。例えば、校長室に自分の写真が飾っ

てあるが、そのまま置いていっていいものなのか。それを見て本人がどう思うの

かを考えると、是非とも大切にしてほしいと思います。 

【Ｋ委員】 

  蔵玉小の時に教頭をやっておりました。色々な経緯はありますが、校長の写真

は重要であるため、地域住民、卒業生、教職員みんなで手紙を出して、住所がわ

かる方にはお返ししました。あと、業者に頼んで全部写真を撮ってまとめました。

歴代の校長先生ということもあり、相談もして坂畑小学校に持っていけないかと

いう協議はしましたが、スペース的にも厳しいということだったことはご理解い

ただきたいと思います。 

【議長】 

  思いは非常に理解できます。うまく保存できる方法も考えながら進めていただ 

きたいと思います。 

【Ｋ委員】 

  当時は期間が短かったということもありました。今回は統合準備室もあるので、 

皆さんと協議しながら進めていきたいと思います。 

【事務局】 

  事務部会でもそういったことが話題になっており、今の時代デジタル化もある 

ので、検討していきたいと思います。 

【Ｌ委員】 

  閉校式行事は市として大々的にやらないということは、修了式が最後の式典と 
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いうことでしょうか。 

【事務局】 

  市として式典というもの実施する予定はありません。年度の切り替えで準備も

あり、教職員の多忙化もあります。また、４月に開校式を大々的に始業式の日に

やるのもどうなのかと考えております。まずは、子どもたちの環境を最優先に整

える必要があると考えています。 

【Ｍ委員】 

  設置者として、開校宣言というものはやらないのでしょうか。香木原、蔵玉、 

鹿野山小の時は、閉校式典なりをやっていたと思います。 

【事務局】 

  大規模な閉校式典、記念式典なりを考えているわけではなく、そういうあり方

も含めて問題提起としてどうかと考えています。記念式典をやるにしても、３月

の忙しい時期に実施するのか、あるいは４月なのか、閉校式をやって開校式をや

るといったかたちもあるとは思います。１つの区切りとしては、何かしらやる必

要はあると思います。現在決まっているものはなく、皆さんと協議していきたい

と思います。ただし、大規模な式典等は実施しなくていいのかなと考えておりま

す。 

【Ｍ委員】 

  学校の設置者は市なので、何らかの区切りというものは市がやるべきだと思い

ます。地域とかＰＴＡとかは、校舎に感謝をするようなものをやるものだと思い

ます。 

【Ｊ委員】 

  対等な統合と言っているが、対等とは程遠い。市が何もやらないのはどうかと

思います。 
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【議長】 

  閉校式については、何らかのかたちで考えていきたいなと、他の校長と話して

いました。市が市議会議員等を呼んで大々的にやるようなことは考えていないと

思いますが、市が学校を設置して、それを閉じるという中で、それについて相談

しながら進めてほしいなと思います。今日この場でどうこうというものではあり

ませんが、また、今後もこの題材を取り上げてほしいと思います。 

【進行】 

室長、どうもありがとうございました。それでは、最後に連絡をさせていただ

きます。準備室全体として今年度集まるのは、今日が最後となります。      

次年度の開催日については、今後、学校と日程調整を図り、皆様にも追ってご連

絡させていただきたいと思います。 

総務部会に協議する今後の内容としては、引き続き制服、それから校章・校歌

をどうしていくかなどについて協議していく予定です。 

また、通学部会やＰＴＡ部会など、順次開催する予定でおりますので、その際

には皆様からお知恵を借りたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 

以上を持ちまして、第３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。 


