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小櫃・上総地区統合準備室 第４回総務部会 会議録（概要） 

 

日 時：平成３０年７月５日（木） 午後７時００から午後８時３４分 

場 所：君津市立小櫃中学校 会議室 

 

【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。 

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 

度より小櫃・上総地区の統合準備室長になられました小櫃中学校 小林校長よりご

挨拶申し上げます。 

【室長】 

 小櫃中学校 小林校長 挨拶 

【事務局】 

ありがとうございました。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、学校名とお名前

等を簡単で結構ですので、お一人ずつお願いいたします。その際、恐れ入りますが

ご起立をお願いいたします。 

なお、本日お配りしましたお手元の資料、最後のページに委員名簿がございます

ので、その順番にしたがってお願いできればと思いますが、最初に事務局より自己

紹介させていただきます。 

≪自己紹介≫ 
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ありがとうございました。 

名簿につきまして、お名前や役職における表記等、間違いはありませんでしょう

か。もし失礼がありましたら、大変申し訳ありませんが、会終了後、事務局までお

願いいたします。 

それでは、これより議題に入りますが、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。なお、議事録

等、記録の都合上、音声と写真を録らさ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。 

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。小林室長、よろしく

お願いします。 

【議長】 

はじめに報告です。 

「（１）校名について」事務局お願いします。 

【事務局】 

それでは、校名についてご報告いたします。 

昨年度末の２月２８日総務部会の折に、校名について委員の皆様に小学校、中学

校それぞれ３つに絞り込みをしていただきました。 

今回、年度が替わり、新規委員をお迎えした中で、改めて、お手元にある推薦書

を教育委員会会議へあげるということでご了承していただきたく、今年度最初の総

務部会で報告というかたちにとらせていただきました。 

ただし、こちらは総務部会で協議した結果であり、あくまで報告ですので、この

内容について再度協議をいただくものではありません。 

なお、本日お配りした「校名決定までの流れ」をご覧ください。真ん中よりやや

右下部分に「校名推薦」とあります。今後、教育委員会会議に推薦をあげ、そこで
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協議をしていただき、それによって校名を小中それぞれ１つに原案を決定します。 

参考までに、小糸・清和地区においては、教育委員会会議が２回に渡って協議さ

れ、校名の原案が決定されました。 

決定時期については、小糸・清和地区の例と同様の手続きを踏まえ、秋頃に校名

の原案を決定し、今年中に正式決定できればと考えております。 

校名における報告は以上となります。 

【議長】 

前回決定した内容の確認ですが、質問やご意見等はございますか。 

 特にないようですので、進ませていただきます。 

【議長】 

それでは、これより議題に入ります。 

「（１）Ｈ３０スケジュール（案）について」事務局お願いします。 

【事務局】 

スケジュールに入る前に、新規委員の方もいらっしゃいますので、改めて、この

準備室の会議の持ち方について説明させていただければと思います。本日お集まり

の皆様は、それぞれ仕事やご家庭があります。そして、ＰＴＡ活動や地域での自治

会や青少年などといった活動に関わり、支えてくださっているかと思います。統合

に向けてということも重要ですが、現在の活動を支えるということも大変重要で、

そのための会合や活動もあります。そこで、専門部会で協議する検討課題について、

学校再編推進課のほうで叩き台としていくつかの案を提示し、そのメリットや課題

なども一緒に示すことで、話し合いの焦点を絞りやすくできるよう努めてまいりま

す。 

なお、この会の様子や内容等における周知の方法についてですが、準備室に参加

していない地域や保護者の方々にも、現在の進捗について情報を共有できるよう、
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準備室便り等、ホームページや自治会回覧で発信していきたいと考えております。 

また、効率的に会を進めていくために、例えば校名や制服、校章・校歌の選考方

法といったことについては、共通する事項ということで、今日のように全委員でお

集まりいただき、説明や協議することを考えております。 

ただし、ケースバイケースで、例えば、中学校のみに関わることには中学校の委

員の方々、上総地区の小学校にのみ関わることには小学校の委員の方々というよう

に、協議する内容によって必要な方々に集まっていただくために、小学校部会・中

学校部会、別々の開催も出てくるかと思います。なお、小櫃小学校につきましては、

卒業後、小櫃中へ行くことを考え、中学校部会に参加していただくこととしており

ますが、ただし総務部会以外の部会への参加は、かっこ書きとさせていただき、必

要に応じての参加としております。 

なお、欠席等で代理を立てる場合ですが、例えば、地域代表の方が学校評議員で

あれば、その中から他の方を代理として立てるなど、共通の認識をもった同じカテ

ゴリーの団体や組織の中からお願いできればと思います。 

お仕事の都合もあるかと思いますので、今後もし欠席になる場合には必ず学校長

にご一報を入れていただき、その後、学校長から代理を依頼していただくという流

れになりますので、ご承知おきください。また、代理を立てる際には前回までの流

れや経緯をしっかり引き継いだうえでご出席いただければと思います。 

ただ、急遽欠席というケースもあるかと思いますので、必ずしも代理を立てなく

てはならないということではありません。欠席される場合には、本日お配りした資

料を学校から委員の方へ確実にお渡しいただき、協議内容についても後日お伝えい

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

本日配付させていただいた委員名簿に、所属部会という欄があるかと思います。 

地域関係代表者の方は総務部会と通学部会の両方に、保護者代表者の方については、
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総務部会はお二人とも参加していただき、通学部会とＰＴＡ部会はそれぞれお一人

ずつに分かれて参加していただきます。各学校における保護者代表のお二方には、

昨年度準備室立ち上げ時に、通学部会とＰＴＡ部会どちらの部会に所属するかにつ

いてお話しいただき、所属部会の割り振りを決定していただきました。今年度も基

本的に継続を、と考えておりますが、理由があってどうしても変更したい場合や、

新規委員の方もいらっしゃる学校については、再度ご確認いただき、変更になるよ

うであれば、会終了後、事務局までお伝えください。そういったことも踏まえ、以

前発送しました来週１２日の通学部会開催通知については、念のため、全委員に送

付させていただいております。 

なお、所属の決定以降は、その分担に基づいて連絡をさせていただきます。また、

専門部会等を開催するにあたり、委員の皆様にご出席いただきながら、様々なご意

見を伺いたいと考えておりますが、どうしてもご都合がつかない場合もあるかと思

います。その場合、保護者の方々については、お二人でご相談いただき、代理で参

加していただいても構いません。ただ、先程も申し上げたように、欠席でも構いま

せん。部会の割り振りについての説明は以上となります。よろしくお願いします。 

それでは、前段が長くなりましたが、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。本日お配りしましたＡ３サイズのスケジュールをご覧ください。まず、

総務部会で協議する制服や校章・校歌については、この後の議題の中で改めて説明

いたしますので、ここでは省略いたします。 

次にスクールバスについてです。 

来週１２日の通学部会にて、３２年度に統合する中学校のスクールバス導入に伴

う検討事項について協議をいたします。１０月に「スクールバスについて」とあり

ますが、これは予備として考えていただきたいと思います。 

こちらが構想案を示してご意見をいただいていく中で、何回かやりとりをしてい
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く必要も出てくるかと思いますので、状況に応じながら通学部会の開催については

落としていきたいと思います。 

スクールバス決定までの大まかな流れについては、前のスクリーンに示したとお

りです。小学校についても、同様のスケジュールで進めてまいります。 

 なお、来週開催する通学部会の事前資料については、今日の会終了後、通学部会

員の方はもちろん、今日ご参加いただいている皆さんにお渡ししたいと思います。 

続いて、ＰＴＡ部会ですが、今年の９月に第１回目のＰＴＡ部会全体会を開く予

定でおります。そこでは、組織や規約、行事等について、上総地区が小中合同のＰ

ＴＡであることを踏まえながら、摺り合わせを行い、小学校、中学校それぞれ統合

後の組織構成や規約、行事など方向性について協議していく予定です。 

ＰＴＡ部会についても、必要に応じながら開催について落としていきたいと思い

ます。ＰＴＡ部会の大まかな流れについては、前のスクリーンに示したとおりです。 

 その他、教育課程部会や事務部会等においても、８月を中心に開催する運びで、

各学校に日程を調整させていただきました。 

なお、このスケジュールについては流動的であることを申し添えます。委員の方々

の要望に応じて、または、こちらで新たに必要と判断した場合には、みなさんご家

庭やお仕事のことも考え、早めに連絡をしたいと思います。また、メール等のやり

とりで解決できる場合には効率的に活用してまいりたいと考えております。 

簡単ですが、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、９月以降については改めて学校と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。 

スケジュールの説明については以上です。 
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【議長】 

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。 

【Ａ委員】 

 通学部会の資料は全ての人に送付されたけど、ＰＴＡ部会の担当であれば通学部

会に出席しなくてもよろしいでしょうか。 

【事務局】 

 担当している部会へ出席していただくかたちになります。 

【Ｂ委員】 

 中学校の話であれば、小学校の担当は出なくもよろしいでしょうか。 

【事務局】 

 全体に関わることなので、小櫃小を除く全通学部会員に出席していただくかたち

になります。 

【室長】 

 その資料は、小櫃小には配付していないのでしょうか。 

【事務局】 

 小櫃小は配付しておりません。 

【室長】 

 スケジュールの中で、試験運転が３月では遅いので、もっと早く対応できるよう

にしてほしいと考えるので、要望とさせていただきたいです。 

【事務局】 

 要望として承ります。 

【室長】 

続いて、「（２）制服アンケートの集計結果について」事務局お願いします。 

【事務局】 
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それでは、５月下旬に実施しました「制服アンケートの集計結果」について、分

析も含めて説明をさせていただきます。 

なお、この集計結果につきましては、既に、皆様各々で分析されている方もいら

っしゃるかと思いますので、簡潔に述べさせていただきます。 

それでは、事前にお配りしました集計結果をご覧ください。 

今回、小櫃上総地区の全小中学校、全学年の保護者を対象（ただし、制服の切り

替え時期には該当しない現小６～現中３までは任意といたしました）。 

その結果、２５４件、計３６１人の児童生徒の保護者から回答をいただき、それ

ぞれ項目ごとにその割合を出させていただきました。 

現行の制服に対する意見ですが、全体的にデザインに対する意見、どちらかとい

うと不満といえるものが多くありました。数で決定するものではないとしている中

で、こういった意見をどこまで反映させるかという点に留意しつつも、生の声とし

て受け止め、見直しの方向性について出していかなくてはならないかと思います。 

また、中学生に兄弟や姉妹がいらっしゃるご家庭は、中学生の生の意見、また、

ＨＰで写真を見て意見を書かれた方など、忌憚のないストレートな意見が多くあり

ました。辛らつな表現もいくつかあるかとは思いますが、あえて本日の総務部会で

はそのまま出させていただきました。 

ただし、今後ＨＰに掲載する際には、辛らつな表現もありましたので、少し表現

を考慮していく必要があるかと思います。 

続いて、希望する制服のタイプですが、男子は詰襟が約７割、女子はセーラーが

ブレザーを１０％以上、上回っているものの、統合時に新入生（中１）となる現小

５とその翌年新入生となる現小４年生のデータを抽出すると、女子はセーラー服の

タイプとブレザータイプの割合がほぼ同程度と拮抗しております。 

なお、設問３のア「制服のタイプは？（女子）」のところですが、資料でいいます
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と、右下にありますスライド番号１１ですが、右側半分の棒グラフにあるように、

小中地区別にパーセンテージが出ています。続いて、スライド番号２７、２８をご

覧ください。 

現在の小５・小４の女子にフォーカスしますと、特に、久留里小と松丘小の５年

生と４年生は、人数は少ないものの、ブレザータイプを支持する割合が高くなって

いるという結果が得られました。 

少し戻りますが、スライド番号１３～１７をご覧ください。制服のタイプ別に希

望する色についても、割合を出してみましたが、色も加味しますと、総じて、男子

は黒の詰襟、女子は紺色ブレザーもしくは、紺色のセーラーという結果となってい

ます。 

続いて、スライド番号１８の「求める機能」ですが、複数回答とありましたので、

どの機能も同程度の割合、言ってみれば、盛り込める機能はすべて盛り込んでほし

いという結果になるかと思われます。その他にも、通気性や耐久性、形状記憶、ス

トレッチ素材など、様々な機能を求める声もありました。 

そして、スライド番号１９，２０にあるように、保護者が「制服に求める優先事

項」としては、価格を１位に希望するご家庭の割合が多い結果となっておりました。  

しかしながら、２位も含めた割合で見ますとデザインも同程度の割合となります。 

総じて、低価格でデザインもよいものにしてほしいということが読み取れるかと

思います。 

なお、夏服についてですが、スライド番号２１，２２をご覧ください。男女とも

に、６割程度がＹシャツとブラウスがポロシャツを上回る結果となっております。

続いて、スライド番号３６，３７をご覧ください。パーセンテージに間違いがあり

ましたので、訂正をお願いします。スライド番号３６の男子（小４・５）の夏服タ

イプです。Ｙシャツ５８％とありますが、４９％に訂正お願いします。そうすると、
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ポロシャツが４２％ではなく、５１％となります。 

また、スライド番号３７の女子の夏服（こちらは女子 小４・５という表記が抜け

ておりますが）、ブラウス６０％のところを５９％に、ポロシャツ３７％を４０％に

訂正をお願いします。大変失礼いたしました。そうしますと、男子の小５・小４に

ついては、Ｙシャツとポロシャツの割合が同程度という結果となりました。 

この夏服についてですが、まずは冬服の制服を最優先に考えていくこととなりま

すので、今回のアンケート結果をもとに、学校運営上の問題も踏まえて、今後契約

を結ぶこととなる制服メーカーと夏服についても調整していくことになろうかと思

います。 

また、ジャージや体操服等についても、前回運営部に一任ということでご了承を

いただいておりますので、今回は制服の冬服についての見直しの方向性がメインと

なってきます。 

最後に、その他ご要望については、制服やジャージ体操服等、カテゴライズ、分

類をさせてもらいました。 

ここでは、一つ一つ取り上げることについては割愛させていただきますが、保護

者やお子様たちの制服などに対する期待感や切なる思いが書かれているものと受け

止め、集計結果についての分析とさせていただきます。 

それでは、今説明しましたアンケート結果を受けて、 

「制服のデザイン等、見直しの方向性について」提案をさせていただきます。 

前のスクリーン、もしくは本日お配りした資料をご覧ください。 

男子の傾向としては、約６割の方が詰襟を支持しており、また、詰襟と回答した

方のうち約９割の方が色は黒としています。 

以上のことを踏まえ、また、前回の総務部会で、「保護者負担の軽減」と「対等

な立場での統合」を２つの原則とした中で、男子制服については、現行の黒色の詰
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襟で、現状維持としたいと考えております。 

もしかすると機能面の観点から黒の詰襟のままで、首元にあるカラーを中に埋め

込めるものにするなど、機能面+αの提案をメーカーから受けたほうがいいのでは、

という意見があるかもしれませんが、以前一部のメーカーに確認したところ、私立

の学校で形を若干変える例があるが、黒の詰襟については、どのメーカーでも作っ

ていて、機能がいいものを買おうと思えば、高いランクの詰襟を選べばよいだけの

話なので、そもそも機能面だけに特化して黒の詰襟を提案するものではないという

回答をやんわりいただきました。 

なお、ボタンや名札等については、今後、制服メーカーと協議していきたいと思

いますが、事務局案としては、男子制服は現行の制服を活用する方向で進めたいと

思います。 

続いて女子の制服についてですが、どの学校からも現状のデザインを変えてほし

いという意見が少なからずありました。 

タイプの傾向については、全体として、ややセーラータイプが多い結果に。また、

繰り返しとなりますが、統合時に中１となる現小５、また現小４を抽出すると、セ

ーラー４８％、ブレザー４２％とほぼ半々の割合となっております。 

以上のことから、また「対等な立場での統合」の原則を踏まえ、女子の制服を見

直す方向で進めたいと考えております。 

プロポーザルでは、今後、公募に参加する制服メーカーに、このアンケートの結

果を自由記述も含めて提示することで、メーカー側にも保護者の思いを汲んでもら

い、デザイン等についてセーラータイプ、ブレザータイプそれぞれ提案してもらう

ことがよいのかなと考えております。 

次に、見直しの方法と制服決定までの手順について、説明いたします。小糸・清

和地区で現在実際に行っているものをもとに話をしますと、 
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まず、①学校再編推進課のほうで制服メーカーを募集します。制服メーカーから

は参加表明書をいただいた後、企画提案書を提出していただく予定です。 

続いて、②提出された企画提案書を書類審査していただきます。これが１次審査

となります。そして、書類審査の結果によりプレゼンテーションに進むメーカーを

厳選し、③プレゼンテーション（２次審査）に進みます。 

 プレゼンテーションでは、実際にメーカーからのプレゼンやサンプル品を確認し

たうえで審査していただく予定です。また、このプレゼンテーションは、実際にプ

レゼンも聞いてみたいと希望される先生や保護者、地域の方々、児童・生徒も入場

していただいてよいかなと考えておりますが、人数の都合もありますので、一定の

制限が必要かなとも思います。 

④続いて、展示会についてですが、 

こちらは前回の総務部会のときにお見せした京都府の鳥羽高校の展示会及びプ

レゼンテーションの写真ですが、審査員以外の方々や子どもたちにも広く意見を聴

取したいと思いますので、サンプル品を展示する方向で調整したいと考えておりま

す。 

最後に⑤優先交渉権者の決定ですが、プレゼンの審査結果、意見聴取、生徒指導

などの学校運営を加味し、運営部にて協議し、制服メーカーの中から優先交渉権者

を決定いたします。ここでいう運営部とは、８校の校長先生と事務局を指します。 

ここで優先交渉権者としている理由は、もしかすると、制服メーカーとの調整の

中で折り合いがつかない場合があると思います。 

中には、この点を折れていただかないと新しい学校が困るといった点で、そのメ

ーカーとの交渉を打ち切る場合があります。その場合は、再度、２番目の制服メー

カーと交渉を実施することとなりますので、ここでは制服メーカーの決定というよ

り、優先交渉権者という表現をさせていただいております。 
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そして、最終的な制服の正式なデザインの決定は、優先交渉権者の決定後、制服

メーカーと統合準備室の運営部で詰めの調整をさせていただき正式に決定いたし

ます。詰襟のボタン等もこの調整の際に制服メーカーにお願いしたいと考えており

ます。 

というのが、一連の手順・流れとなりますが、小糸・清和地区の制服についての

現在の進捗について少しお話しますと、 

先月６月に１次の書類審査を終え、今週土曜日に清和公民館にて制服メーカーに

よるプレゼンテーションを行う予定でいます。その後、各小中学校に２日間ずつ、

各公民館に１０日間と７月下旬まで制服のサンプル（ﾏﾈｷﾝ）を一定期間展示し、意

見用紙に記入してもらいます。その後、８月上旬に統合準備室の運営部で制服メー

カーにおける優先交渉権者決定のための協議を行い、９月中には制服が正式に決定

する運びとなっております。 

 基本的には、小櫃・上総でも同じような手順・決定方法で考えていますが、小糸・

清和地区の制服が９月に決定するので、一通り終わってみたうえで、改善の余地が

あれば改善し、より効率的で、最善の方法を小櫃・上総地区に下ろせたらという考

えがあります。 

小糸・清和の事例を受けて、書類審査を行う必要が本当にあるのか、また、プレ

ゼンは行わずに展示のみ実施で意見聴取をし、その意見をもとに総務部会員で協議

決定するのがよいのか等々、総合的に判断し、改めて決め方について提案させてい

ただきたいと思いますので、よろしければ、事務局一任とさせていただければと思

います。 

ですので、１０月頃を目安に総務部会を開催し、書類審査を行うことになった場

合の採点項目や配点、書類審査を仮に行わないにしても、審査員の構成や審査方法

などプロポーザルに係る実施要領などを決定したいと思っております。いずれにし
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ても、事前に資料を送付し、委員の皆様にお諮りしながらやりとりしていきたいと

思います。 

ただ、実際に公募にかけるのは校名が決まってからでないと、制服を作る側にと

っても、校名と制服がマッチするか、あるいは校名の由来も含め制服を作るうえで

のイメージが大きな要素になってくることが考えられますので、校名決定後、遅く

とも年明け１月には行いたいと思います。 

なお、スケジュール感についてですが、校名決定後に、制服メーカーに公募をか

けることになりますので、どうしても日にちを決め打ちできず流動的になってきま

すが、制服生産の発注の関係上、遅くとも来年度の９月が制服最終決定のデッドラ

インとなっております。ただ、小糸・清和地区に比べ、時間的に余裕があるとは言

え、それよりも前倒しで進めていきたいと考えおります。 

仮に、１月に制服メーカーへの公募をかけたとして、小糸・清和と同じ手順を踏

んで進めた場合を考えると、７月を目安に女子の制服が決定するとお考えいただけ

ればと思います。 

以上、男女の制服における見直しの方向性についてが１点目、今後の制服の決め

方や手順、スケジュールについてが２点目、以上２点について、事務局提案でよい

かお伺いします。 

なお、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

が、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以前の総務

部会にて了承を得たかと思います。 

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
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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、メーカーへの聞き取り調査では、遅くとも来年

度１０月までにジャージの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し、もし校章をジャージや体操服に入れる場合にも、こ

の後「校章・校歌」の議題の際に改めて説明がありますが、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、後付になってしまいますが、 

ある業者に聞いたところ、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。 

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
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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。 

協議の時期としては、統合前年度の８月まで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。 

【議長】 

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。 

【Ｃ委員】 

 全小中学校の保護者が対象とありますが、子どもたちがアンケートに答えたもの

はないということでしょうか。 

【事務局】 

 保護者宛の文書の中に、「子どもと相談してください」と記載はしております。

中には、子どもが書いたと思われる回答もありました。 

【Ｃ委員】 

 親と子が別々でアンケートを実施したものはないということでしょうか。 

【事務局】 
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 お見込みのとおりです。 

【Ｄ委員】 

 男子が詰襟で、女子がブレザーだとバランスが悪いように感じます。 

【事務局】 

 セーラー、ブレザーの両方を業者に提案してもらい、見比べていただく予定です。 

【室長】 

 小糸・清和地区と小櫃・上総地区それぞれで実施した制服に関する保護者アンケ

ートの集計結果の内容にはどのような違いがありますか。 

【事務局】 

 どちらもほぼ同じような結果となっております。 

【室長】 

 アンケート内容に差がないのであれば、小糸・清和地区でプレゼンを実施して採

用されなかったデザインがこちらの地区で再利用される気がします。使い回しみた

いな感じではなく、ちゃんとこちらの地区のことを考えてデザインしていただきた

いと考えますが、いかがでしょうか。 

【事務局】 

 小糸・清和地区の制服プレゼンにつきましては、３事業者から応募がありました。

意向としては、ブレザーとセーラーが半々だったので、斬新なものと一般的なもの

を１点ずつ提案する方法、１社あたり計４点で、３社ですから計１２点を提案して

いただきました。提案内容につきましては、君津市、そしてその地域の特性を踏ま

えてほしいと伝えてあります。 

【室長】 

 メーカーが完全に考えたものでしょうか。 

【事務局】 
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 そうです。メーカーに一任となります。１案だけだと無難なものしか提案されな

いと考えましたので、そのような提案方法としました。 

【議長】 

続いて、「（３）校章・校歌について」事務局お願いします。 

【事務局】 

それでは、校章と校歌について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。 

はじめに、校章、校歌の協議の進め方についてです。決めなくてはいけない項目

が多いので、１回の総務部会で決まるものではありません。何回かに分けて行うこ

とになります。 

スケジュールとしては、本日「校章・校歌についての確認」、年明け１月の総務部

会で「方向性の決定」、来年度１回目の総務部会にて「制定方法の決定」という流れ

になります。 

 「協議の仕方」についてです。本日は、部会全体で制定の仕方や制定までの見通

しについて確認いたしますが、今後は、統合年度も校種も異なりますので、小学校

と中学校のグループに分かれていただき、それぞれで協議、決定していくことにな

ります。必要があれば、総務部会招集日以外にも日程を調整させていただくという

ことも考えられます。なお、募集等に係る事務作業は事務局が担当させていただき

ます。 

続いて、「協議の柱」について確認いたします。お手元の資料をご覧ください。こ

ちらについては、すでに確認していることと思います。紙面での確認ということに

させていただきます。 

なお、協議の一助として、この後のパワーポイントでの説明と関係資料を用意さ

せていただきました。参考にしていただきたいと思います。 
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続いて、本日の流れについての確認です。 

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それぞれ説明さ

せていただきます。その後、質疑応答の時間という流れになります。本日は、協議

する前段階と捉えていただければと思います。 

次回の総務部会からは、グループごとに協議となります。それでは説明に入りま

す。前のスクリーンをご覧ください。 

はじめに、「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、制定するにあたり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。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、統合後に制定す

るかになります。近隣の統合校の聞き取りでは、統合前と統合後の割合は半々です。

君津市の事例も資料に載せてありますので、後ほどご覧ください。 

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。統合前では、校風や校訓、教

育目標といった内容は反映できないことも考えられます。どのような校章がほしい

のかも考えなくてはいけません。 

続いて、選定方法についてです。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です。校名のように、候補を絞って、最

後一つに決定するのかなどを考えます。 

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
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むのかどうかも決めてください。教員と書きましたが、多忙化につながりますので

配慮いただければと思います。   

ただいま、説明させていただいた内容についてグループごとに協議し、制定方法

を決めていくというかたちになります。 

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。 

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。決定まで最低でも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月までには発注がほしいということでした。そうなると、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。 

こちらは、統合後になります。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

決めると見通しがもちやすいと思います。 

続いて、参考事例についてです。制定時期ですが、近隣の統合校では、統合前と

後では半々の状況です。図案作成者は、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。 

次に、小糸・清和地区の進行状況になります。周東中では、統合前に制定、小糸・

清和地区在住の方への公募、選定については、総務部会で候補選定後、専門家の意

見を聴取して決定という流れとなっております。現在は、詳細を校長先生と詰めて

おり、７月２６日から公募の予定です。 
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清和小学校についても統合前に制定です。図案は児童の案、選定方法については

周東中と同じで数では決めない方法で話が進んでいます。この方向性で今後協議し

てきます。 

小糸小についても統合前に制定です。どこまでの範囲かは決まっていませんが、

公募で、選定方法については、行事等で地域の方の意見も聴取するということです。

こちらも詳細について今後協議していきます。 

いくつか事例がありますが、時期や地域柄も異なりますので、参考程度にしてく

ださい。 

なお、資料のその他に、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。校歌の前に一度質問を受けたいと思い

ます。 

【議長】 

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。 

【Ｅ委員】 

 校名が決まっていないのに、この件について決めるというのはいかがかと思い

ます。校名が決まらないと、校章は決められないと思います。 

【事務局】 

 校歌、校章については、校名が決まってから進めるものです。その後の進め方

についてということで、お考えいただければと思います。 

【議長】 

 あくまで、校名が決定してから進めていくという説明となっているようです。 

【Ｄ委員】 

 校歌は、始業式や入学式で歌うことが多いと思います。その時にないと困って
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しまうような気がします。何か代わりの歌を歌うということでしょうか。 

【事務局】 

 統合前の代わりの歌ということであれば、例えば、市民歌。または、統合後に

作成といったことなども考えられます。 

【Ｅ委員】 

スケジュール表に式典等についてとあるが、統合後にやるということで記載して

いるのでしょうか。 

【事務局】 

 今後準備をしていくうえで喚起するため、想起するために記載しているものです。

また、小糸・清和地区については、進捗状況など情報共有をするために記載してお

りますので、小櫃・上総地区においても参考までに記載したものです。 

【議長】 

 式典関係について、総務部会で話し合っていくというものなのでしょうか。 

【事務局】 

 検討事項には入っていますので、要望に応じて、行うことはあろうかと思いま

す。 

【Ｅ委員】 

 平成２９年度のスケジュールには、開校に向けた式典について取り組んでいく

という表記があったかと思いますが、今回はそれがなくなっています。 

 そもそも、統合前の式典というものは無いのではないでしょうか。 

【事務局】 

 以前、総務部会の折に、式典については、統合に向けた準備等、先生方の負担

を軽減するために、市が主となって大々的に式典をやることはしないとお伝えし

たかと思います。しかしながら、地域の方々の思いは尊重したいと思っておりま
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すので、地域や学校が主となって進めていただく中で、相談等あれば対応してい

きたいと考えております。 

もちろん、開校に向けた準備もしていくこととなります。 

【Ａ委員】 

 たしか、閉校という言葉は使わないということでしたよね。 

【事務局】 

 こちらとしては、閉校という概念がございませんので、使用しておりません。 

【Ａ委員】 

 閉校式というものは、やらないということでしょうか。 

【事務局】 

 地域の思いもあろうかと思いますので、決してやらないということではありませ

ん。ただし、華美なものや教員の負担になるものではなく、名称についても例えば

「ありがとうの会」「学校に感謝をする会」などといった前向きなもので進めていた

だきたいと考えております。 

【Ｂ委員】 

 教育委員会として予定はしていないので、あとは学校と地域で相談して進めると

いうことでよろしいでしょうか。 

【事務局】 

 委員会が全く何もしないというわけではありませんので、その点については学校

と連絡をしっかり取っていきたいと思います。 

【事務局】 

 言葉遊びになってしまうかと思いますが、理念上の問題と捉えていただければと

思います。対等な立場で新しい学校をつくっていくという意味合いで、閉校という

言葉を使わないということです。 
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【Ｅ委員】 

 小櫃中という学校の名前は無くなりますが、これからどうなるのでしょうか。 

【事務局】 

 小櫃中についても、新しい学校になりますので、久留里、松丘、亀山中学校と 

どこも新しくなるということになります。 

【Ｃ委員】 

 閉校式は、地域と学校で話し合っていくということで、この準備室では話し合わ

ないということだったはずなので、いただいた資料のスケジュール表にあるのは開

校式ということでよろしいですよね。閉校を含めるのはおかしいと思います。 

【事務局】 

 あくまで、想起や喚起するための参考として記載したものです。 

【事務局】 

 スケジュールはあくまで予定です。市が主体となったいわゆる「閉校式」は行う

予定はありません。そのため、総務部会の議題として取り上げる予定もありません。

しかし、いわゆる「閉校」にともなう相談は必要に応じて承ることになろうかと思

います。 

【議長】 

 式典は総務部会での協議内容としている中で、式典の中身について、委員の皆さ

んも気になっているところです。 

 事務局の説明、委員の意見を整理すると、スケジュール表に記載されているもの

はあくまで喚起・想起すべきもの、情報提供のための参考ということです。なので、

小櫃・上総地区のスケジュールを示したものとしつつ、小糸・清和地区の情報が混

じってしまっているものだということになります。 

 そして準備室では、あくまで開校に向けて行うといった点で協議を進めるといっ
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た点になります。 

【Ｅ委員】 

 式典関係について、内容はどうであれ教育委員会がノータッチなのは寂しい気も

しています。 

【Ｂ委員】 

 学校は地域の中でいろいろ学ぶと思います。それを校歌・校章に盛り込んでいく

際に、中学校は４校、小学校は３校の統合ですので、各校風をまとめて盛り込むの

は非常に難しく感じます。意見ではなくて申し訳ないです。 

【議長】 

他にはないようですので、校歌について、事務局説明をお願いします。 

【事務局】 

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、必要があれば調整、そして制定となります。 

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」、「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、校章と同じく、統

合前と統合後の割合は半々です。君津市の状況については、後ほど資料でご確認く

ださい。 

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。フレーズか、音源か、それとも作詞者か、作曲者なの

かを決めなくてはいけません。地元の方で作詞・作曲ができる方がいましたらお願

いすることも考えられます。 

そして、選定方法についてです。こちらは、校章の説明と同じです。 
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最後に、調整についてです。こちらは、作成中に都度調整をしていくというかた

ちになります。元気のある曲にしてほしい、２部合唱にしてほしい、地区のフレー

ズを入れてほしいといった内容を伝えていきます。 

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。費用の概算については、他

市の事例から、音楽家に依頼すると５０万程かかる概算です。 

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との関係が

ありませんので、年度末の３月までに作ることができ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。いつまでに校歌がほ

しいのかでスケジュールが決まると考えます。 

続いて参考事例です。制定時期については、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。子どもからフレーズ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。 

小糸・清和地区の現状です。周東中は、統合前に制定です。 

フレーズを公募し専門家に依頼という流れです。詳細については今詰めていると

ころです。こちらも、校章と同様、７月２６日から公募を始める予定です。 

 清和小も統合前に制定です。子どもがフレーズを考え、想いや地域を見てもらい

専門家に依頼する方向性です。こちらも詳細については、今後協議していくことに

なります。 

 小糸小も統合前です。原案作成については様々な案が出ている状態です。今後協
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議していきます。 

これらはあくまで参考となります。置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。 

資料その他には、君津市に関係のある音楽家および音楽団体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。質問等ありましたら受けたいと

思います。議長お願いいたします。 

【議長】 

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。 

「質疑なし」 

無ければ、本日の議題については以上となります。 

【事務局】 

ありがとうございました。以上で校章、校歌の制定についての説明は終わりにさ

せていただきます。次回の総務部会で協議に入りたいと思います。それまでにどう

制定するのが良いのか考えていただけると助かります。 

校章・校歌については以上になります。ありがとうございました。 

【議長】 

続いて、（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】 

 ありません。 

【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。ご協力ありがとう

ございました。 

【事務局】 
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小林室長どうもありがとうございました。また、慎重審議のほど、ありがとうご

ざいました。 

それでは、連絡です。 

 まず１点目ですが、「統合準備室だより」の発行についてです。今後も、広く地

域や保護者の皆様にこの準備室の進捗状況をお知らせしていきたいと考えており

ますので、今回の協議内容や協議の様子等を掲載させていただきたいと思います。 

 ２点目です。 

今後、委員の皆様が参加される総務部会、通学部会、ＰＴＡ部会については、本

日お示ししたスケジュールを基本としながら、８月以降の開催については、追って

開催通知を送付させていただきたいと思います。 

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 

いだければと考えております。こちらについても決定次第、連絡をさせていただき

ます。 

連絡は以上となりますが、部会の割り振りの変更も含め、何かありましたら会終

了後、事務局までお願いいたします。 

【事務局】 

以上をもちまして、小櫃・上総地区第４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。 


