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大和田小・坂田小統合準備室 第２回総務部会 会議録 

 

日 時：令和２年１０月８日（木） 午後７時００分～午後９時１６分 

場 所：君津市立坂田小学校 

 

１ 開会の言葉 

【事務局】 

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。 

それでは、只今より第２回総務部会を開会いたします。開会にあたり、会場校である坂田

小学校の菊地校長先生より一言ご挨拶いただきたいと思います。菊地校長先生、よろしくお

願いします。 

２ 会場校 校長あいさつ 

【坂田小学校 菊地校長】 

 ～あいさつ～ 

【事務局】 

それでは、これより議題に入ります。本日は、校名の選定ということで、慎重審議いただ

く必要があろうかと思いますが、遅くとも本日の会の終了時刻を９時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ので、ご了承ください。 

では、この後の議事の進行を大和田小の鈴木室長にお願いしたいと思います。鈴木室長、

よろしくお願いいたします。 

３ 議 題 

【議長】 

大和田小校長の鈴木です。本日はよろしくお願いいたします。最初の会から３か月が経ち

ましたが、今日は「校名の選定」ということで、事務局から事前に集計結果が届いて、ご覧

になったかと思いますが、皆さんそれぞれ事前にお選びになられてきたでしょうか。 
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事務局からの事前に送付された校名案やその応募理由を拝見しますと、子どもたちをはじ

め、地域や保護者、卒業生など、多くの方々から切なる思いがたくさん込められていること

を改めて実感しました。 

さて、話は戻りますが、今日は、新しい校名候補を選定するとても重要な会となります。

したがって、今日の総務部会では、校名候補の選定にあたり、忌憚のないご意見を出してい

ただくと共に、未来を担う子どもたちのために、我々が責任を持って建設的な協議を行い、

本日の会が有意義な会となることを期待し、議題に入っていきたいと思いますので、皆さん、

どうぞ建設的なご意見をよろしくお願いいたします。 

それでは、議題の（１）応募結果について、事務局お願いします。 

【事務局】 

 では、応募結果についてですが、次第の次のページにもありますように、応募件数をはじ

め、応募方法やどこで募集をかけたか、どの範囲まで周知したかは、事前にお配りした資料

でご覧になられているかと思いますので、ここでは説明は省略させていただきます。 

そして、前回の総務部会において、各校名案、件数がどのくらいあったか、まずこの準備

室の中で公表ということでしたので、あくまで参考として、事前に件数順を別紙にて掲載い

たしました。 

なお、また選定が終わった後で構いませんので、今回応募で集まった校名案の公表の仕方

で、どこまで出すかと言う部分について、前回の会議では、いくつか意見は出たものの、ま

た改めて今日の会議で話し合って決めればいいのではないか、ということで終わっています

ので、議題（３）今後のスケジュールの時にその件について改めて触れさせていただきたい

と思います。 

そして、件数順にお示しした資料の、次ページ以降は、分析として、また様々な角度・観

点からということで、カテゴリー別に分類したものを用意しております（資料参照）。 

また、追加資料としてお配りしている「主な応募理由」ということで、件数が多いものに

ついては、応募理由で多く出ているワードや要約したものとして、参考までに取りまとめま

した（説明）。 
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その他、一つ一つすべて紹介していきますと、時間がかかりますので、別紙「応募理由一

覧」の７ページまで、区切りのいいところまでで「主な応募理由として」こちらでまとめさ

せていただきました。 

逆に、今回は応募要領にも、「必ずしも数の多い少ないが選定や決定に影響するものではな

い」という文言がありましたが、１件しかない校名案でも、地元に長く住まわれている方々

の目に映る情景の変化など、目で見て、肌で感じたもの、地域愛に溢れたものを含め、歴史

を紐解いたものから、実際にご自身の足を運んで調査されたものなど、それぞれ地元を愛す

るゆえの思いの詰まった、珠玉の校名案が多く寄せられました。 

特段、ここで取り上げてピックアップすると、こちらが推しているようになりかねません

し、既に皆さんも目を通していらっしゃるかと思いますので、ここでは割愛させていただき

ます。 

なお、前回いろいろとご意見ご要望がありましたが、集計については、事務局のほうで責

任を持って不正無く行いましたことを申し添えます。 

応募結果については以上となります。何かご質問等ありましたら、よろしくお願いいたしま

す。 

【議長】 

ただいま、事務局より説明がありましたが、応募結果について、何かご質問やご意見はござ

いますでしょうか。 

【全体】 

 なし。 

【議長】 

では、無いようですので、議題（２）校名候補の選定について事務局よりお願いします。 

【事務局】 

 では、この後、委員の皆さんに選定の協議に入っていただきますが、議長より、この場での

選定協議の流れについて、ご説明いただき、ご意見をいただきながら進めていければと思いま

すので、よろしくお願いします。 
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 なお、確認ですが、今日の協議で３～４点の候補を決めていただくとともに、その推薦の優

先順位も決めていただきます。そして、なぜこの３～４点に決めたのか準備室の総意として推

薦理由をしっかり挙げていただきたいと思います。というのも、今後、教育委員会会議に挙げ

る際に、これが大和田小・坂田小の総務部会としては一推しですということで挙げないと、教

育委員の方々も決めにくいと思います。教育委員会会議で校名の原案を一つに決める上では、

客観的に市全体を考えながら選定していくと思われますが、その一方で、地域の方々の主観的

な想いも知りたいはずです。そこについては、推薦順位が決まっていれば、総務部会の総意と

して、選考の際の参考になりますが、推薦理由・根拠、すなわち委員の皆さんや応募者の想い

もしっかり乗せるということを踏まえて、協議に臨んで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。 

【議長】 

それでは、事務局から留意点として話がありましたが、これから校名候補の選定を行ってま

いりますが、進め方について、こちらから提案させていただいた後に、ご意見をいただきたい

と思います。 

まず、これだけ多くの応募がありますので、ある程度絞り込みをしていく必要があります。 

では、まず、委員の皆様から、お一人ずつ推薦したい校名候補を２～３点から３～４点、順に

推薦理由と一緒に挙げていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【Ａ委員】 

 個人的にとなりますが、いくつか候補があります。 

１つ目「周西山の上小」 

理由としては、「周西」と「山の上」というワードがあります。ここの地域と一体化してい

るということがあるという点と、卒業生も馴染みがあり、愛着があって、聞きなれていること

が主な理由です。今後統合後も山の上という言葉を使うのかなと思い、「山の上」というワー

ドを選択させていただきました。周西という名前が入っているのは、どこの地域の学校かわか

りやすいということがあります。一番多かったのは、「山の上小」で３３件ということで、山

の上小というと、君津市立山の上小というと、小櫃小等、山の上に建っている学校が結構ある
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ので、字を見なくても、この名前なら聞いただけでわかりやすいので。 

２つ目「君津山の上小」 

 山の上の理由は同じですが、君津という名前がつく小学校がないので、わかりやすいという

ことがあります。 

３つ目「君津小」 

 君津という名前がつく小学校がないので。できれば、大和田と坂田小が一緒になって、君津

高校もあるから周西中も君津中になったらいいなと思いましたが、既にあるので、新しい時代

を開拓していけるような学校になってほしいなという理由です。ほかの、大和田坂田とか、坂

田大和田とか、どっちの名前が先で後でということで揉めたくないので、そこは避けました。

３つ挙げた候補については、大和田の方も坂田の方もなじめると思いました。 

【Ｂ委員】 

１つ目「大坂小」 

 大和田と坂田小の名前が１文字ずつ入ってて坂を上る学校なので。最初は大和田小を使用し

てその後は坂田小ということもあるので。 

２つ目「君津小」 

君津という名前がつく小学校がないので、あと、君津製鉄所もあるので。君津小でもいいな

と思いました。 

３つ目「大和田小」 

新しい名前での大和田小という意味合いが素晴らしいなと思いました。 

【Ｃ委員】 

１つ目「君津小」 

 Ａ委員やＢ委員と同じで、君津という名前がつく小学校がないということ、ここに住んでい

る限り君津市なので、君津というのは子どもたちにとってもなじみやすいのではないかと思い

ました。 

２つ目「山の上小」 

 今も山の上３校という風に交流をしており、なじみがあります。 
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３つ目「あさひ小」 

 山の上にあることで、１番最初に朝日が当たるということが資料に記載されておりますが、

未来入学する子どもたちが、輝いてほしいという理由です。 

４つ目「大和坂小」 

 本当は、大和田小と坂田小の名前をやめようと思っていましたが、この名前は、大和田小と

坂田小の文字が１つずつ入っていて、そこに和という文字が入ったことで、大和田小と坂田小

が仲良く一緒に学べるのではないかということで、選びました。 

【Ｄ委員】 

１つ目「桜ヶ丘小」 

この山は、坂田地区の茅葺の屋根で、小学校の開設にあたって、坂田小にも植えました。坂

田小も土手作ってから建設が始まった位なので。５０年経つ桜。あとは説明にあるとおりです。 

２つ目「君津西小」 

どっちの名前が先ということは、地元の感情もありまして、今後も学校再編とかもあること

を考えると、大きく考えて君津市の西にあるということで。 

【Ｅ委員】 

１つ目「君津小」 

君津を代表する小学校になってほしいという想いと、君津製鉄所も近いということもあるの

で。 

２つ目「君津山の上小」 

この地域は、「山の上」という言葉がキーワードになってくるのかなと思いました。 

【Ｆ委員】 

１つ目「丘の上小」 

一番馴染みがあるのは「山の上」ですが、そこまでの高さではないので、丘がきれいなのか

なと思いそうしました。 

２つ目「周西の丘小」 

地域的な名前、それと場所、丘の上にある小学校というところです。 
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３つ目「大和坂小」 

話を聞いていて、いいなと思ったので、２点と思っていましたが、Ｃ委員が言った理由が素

晴らしいと私も思ったので、急遽、３つ目の候補として挙げました。 

【Ｇ委員】 

理由から言いますと、まず、最初に決めたことで坂田小、大和田小の名前は入れない。どっ

ちにどこに入れても何かがおこると思ったので、入れませんでした。 

２番目に除いたワードとして、長い名前。子どもたちの陸上ユニフォーム、ＰＴＡバレーの

ユニフォームとかに入らない。あと、どう応援していいかわからない。と思ったので、外しま

した。 

３番目に山の上。権利関係は大丈夫なのかなと。木更津には山の上整骨院、鹿野山には山の

上バス停、富津市には山の上ホテル。この名前を入れると、あとあと問題になる。ということ

で、私は一択です。 

「君津小」 

君津の中心になるような学校に。あと、君津という名前が入った住所。君津台、君津１番地、

君津メディカルスポーツセンターのある西君津。この３つしかない。なので、君津小１つだけ

としました。 

【Ｈ委員】 

私も、両校の名前は避けるようにしたのと、地域柄の事を考えて決めました。 

１つ目「周西北小」 

ここは周西地区なので。最初、周淮と考えたのですが、周淮郡というとかなり広いので、そ

の西側にあるから周西。その北側にあるので、周西北小。 

２つ目「君津西小」 

小中一貫を目指す時に、君津中学校が既にあります。小中一貫を目指す際、将来のことを考

えた時に、君津の西で小中一貫を目指すのもいいのかなと思いました。 

３つ目「丘の上小」 

その名の通りです。丘の上にあるので。 
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【Ｉ委員】 

１つ目「山の上小」 

これだけの意見が集まったので、「山の上小」が上がるだろうなと思っています。ただ、個

人的にはここらへんは山の上というイメージではないかなと、清和とか亀山の方が山のイメー

ジですが。それでもこれだけ意見をもらえたということで１つ。自分の好みではありません。 

私の中では、君津という名前を残したいなと思います。将来的に君津市があるかわかりませ

んが。ただ、わかりにくいと思います。君津小だと。小学校と中学校の関係がただでさえわか

りにくいです。 

２つ目「君津西小」 

一番無難かなと思います。あと、Ｇ委員同様、長い名前は避けたいなと思いました。「～の」

というのは個人的に好まないので、君津西で。 

【Ｊ委員】 

両校の名前は入れない方がいいかなと考えました。山の上ということが３３票、そしてこの

地区のことがわかりやすいのがいいのかなと考えました。 

１つ目「周西山の上小」 

地区がわかりやすい方がいいかなと思ったので。長くなってしまいますが。君津高校の選定

の時に委員だったので、周西高校どうですかと、意見を出しましたが却下になりましたので。 

２つ目「周西の丘小」 

この２つがこの地区に相応しいのかなと考えました。 

【Ｋ委員】 

個人的に歴史的なものも考えましたが、偏ってしまうかなと。人見とか神門とか、神の門っ

て神々しくていいなと思いましたが、ただ、地域限定に捉われてしまうのはよくないと思い、

全体を考えて、 

１つ目「君津西小」 

君津の西をここらへん一体を網羅しているので。君津小だと君津中をイメージしてしまうの

で。周西との関係も考えて、君津西小が大局的な考えでいいと考えました。 
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 ２つ目「桜ヶ丘小」 

あと、本当は１つの予定でしたが、Ｄ委員同様「桜ヶ丘」が気になりました。春先とかに掃

除をしていると、色んな地域の方や保護者の方が桜を見せてくださいと声を何回も声を掛けら

れたことがあります。 

桜という響きは素敵で、山の上４校は全部桜に囲まれていますので。応募された方は本数ま

で数えてあって、素晴らしい方だと思い、校章とか作る時も桜でイメージしやすいのかとも思

いました。 

【Ｆ委員】 

本日欠席のＬ委員から意見を伺っているので紹介したいと思います。 

１つ目：山の上小 

２つ目：丘の上小 

３つ目：坂の上小 

４つ目：周西山の上小 

５つ目：周西の丘小 

という意見です。理由と順位は伺っておりません。 

【議長】 

 一通り、校名を挙げていただきましたので、いま事務局が整理しているところです。集計に

時間がかかっておりますので、改めて委員の皆さんから意見を伺いたいと思います。ほかの委

員の意見を伺って、こんなことも考えるようになったとか、あるいは、改めて一押ししたいで

すとか、何かございますか。 

【Ｂ委員】 

名前が長いと応援しにくいということがあったので、確かに、短い名前の方が言いやすいと

思いました。 

【Ｇ委員】 

これから通う子どもたち、保護者のことを考えると、呼びやすい名前の方がいいかなと。こ

の地域の名前、この地域にしかつけられない名前というのが核になってくるのではないかと思
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っていました。ただ山の上はほかにいっぱいあるので、呼びやすい、言いやすい、親しみやす

い、すぐ覚えられる、説明がいらないということが大切だと思います。 

【Ｊ委員】 

山の上ということを生かしていくためには考えた時、周西という地区名がついていた方がい

いのかなと思いました。ただ応援の件は、おっしゃるとおりかなと思いましたが、ただその機

会がどれだけあるのかなと思います。普段、どのような看板を掲げるのかなということを考え

ました。 

【Ｂ委員】 

名札に名前って入るのでしょうか。 

【Ｉ委員】 

あんまり長さは気にしなくていいと思います。ミニバスも「坂田大和田」なので。応援する

とき、結局略すと思うので。例えば、山小とか。君津中だって、君中とか言いますし。そのへ

んはいいのかなと。 

【Ｇ委員】 

「山の上」と検索するといっぱい引っかかる。君津だったら問題ないですよね。でも山の上

だと他に出てきてしまうので、権利関係とか大丈夫かなとか。山の上という地区名はないので。 

【事務局】 

正式名称になれば、「君津市立山の上小学校」となるので、そうなれば全国にもありません

し、権利関係は問題なのではないかと思います。 

【Ｉ委員】 

君津市内に「おおさか（大坂）」って地名ありませんでしたっけ。 

【議長】 

松丘地区にある「おさか（大坂）」です。 

【Ａ委員】 

「山の上」という表現入れてしまいましたが、君津市内の小中学校には、全て地区名が入っ

ていますが、全く新しい名前が入った場合はどうなんでしょうか。地名が入っていなくてもい
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いんでしょうか。 

【事務局】 

今の学校の名前は、明治時代から続いていますが、基本的には地名とか方角を入れていると

ころは多いですが、そこは気にしなくて大丈夫だと思います。 

【事務局】 

応募者の想いですとか、皆さんの考えで大丈夫かと思います。 

【Ｋ委員】 

 私も地名がないとわかりづらいと思いましたが、「桜ヶ丘小」に地名を入れることはできま

せんでした。 

【Ｂ委員】 

 「君津桜小」とか。 

【Ｉ委員】 

あまり桜を推すと、市のミツバツツジの立場もあると思うので。 

【Ｅ委員】 

皆さんの意見を伺って、名前の長さは気にしなくていいのかなと。キーワードとして、山の

上かなと。新時代が始まる、統合という意味を考えると、山の上でいいかなと思います。 

【Ｃ委員】 

子どもたちが教材を発注するときに、学校の名前を書く時に、教科書に学校名を書くので、

そこが長いと、母親の立場としてはどうかなと。長いのではないのかなと。 

【議長】 

長くても想いがあっていいという意見と、短い方がいいという２つの意見が出ています。そ

のようなことを考えると、周西の丘という名前がコンパクトでいいなと思いますね。 

【Ｂ委員】 

実際は山なんですか。 

【議長】 

丘です。山とは言いがたいです。大和田小のところでさえ、標高３３ｍです。 
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【Ｈ委員】 

山と丘が出ていますが、丘という理由がありまして、在校生の時に、坂田小の応援歌を歌い

まして、出だしが、「坂田の丘にそびえ立つ我らの学園」という始まりなので。山というより

かは、丘の上にあるのかなって。 

【議長】 

山の上というフレーズは教職員だけの通称かと思っていましたが、地域の方も呼ぶというこ

とに驚きました。色々意見がありますが、そろそろ絞り込みたいと思いますが。 

【Ｉ委員】 

個人的には好きでないですが、これだけの方が親しみを持っているということでは、「山の

上」は削れないのかなと思います。私は全然賛成ではありませんが。 

【Ｇ委員】 

「山の上」という応募内容を見ると、ここの地域の人達限定となっています。数は多いです

が、理由が山の上にあるから。将来的に考えたとき、他所から来た人には、それだとわからな

いと思います。丘の上と感じると思います。 

【Ｉ委員】 

募集要項の中に、「児童生徒や住民の想いや願いを」と書いてあるので、削ることはできな

いと思います。 

【Ｇ委員】 

 削ることはできませんが、順番をつけるときに。 

【Ｉ委員】 

この中からは削れないけど、教育委員会会議に報告する時には、この中から削れないけども、

こんな意見ですよと伝えてもらうしかないと思います。 

【議長】 

では、これまで委員の皆さんから挙げてもらった候補から、さらに３～４点に絞り込みをす

る必要があります。 

（これまで委員から挙がった校名候補については以下のとおり） 
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 君津山の上小２、周西山の上小３、山の上小３、周西の丘小３、坂の上小１、 

 君津小５、君津西小４、桜ヶ丘小２、周西北小１、あさひ小１、大和坂小２、大坂小１ 

 大和田小１ 

 

現在、１１名の委員です。意見が出尽くしたようなので、一人最大３回まで挙手してもらい

たいと思いますが、一旦ここで考える時間をとります。 

～各自検討～ 

 

【議長】 

 それでは、ここで決を取りたいと思います。 

君津山の上小０、周西山の上小２、山の上小０、周西の丘小３、丘の上小１、坂の上小０、 

君津小５、君津西小１０、桜ヶ丘小２、周西北小５、あさひ小０、大和坂小１、大坂小０、 

大和田小０ 

 

０だったものは外して考えると、ある程度絞られました。これに対して意見はありますか。

君津西小の意見ありますか。地域がわかって西にある。 

【Ｂ委員】 

君津地域が万が一、今後統合して、その名前を使いたいってなった時に、南子安と北子安小

が仮に統合した時に君津小を使いたいってなった時でも大丈夫だと思うので。 

【Ｉ委員】 

周だけ残して方角を入れると、わかりづらい。ただでさえわかりづらいので。単純に、君津

小で君津中行かないってわかりづらいので。 

【議長】 

君津西小は候補として挙げてよろしいでしょうか。 

【全体】 

了承。 



14 

 

【議長】 

３～４点に絞るということで、方角に捉われると、Ｉ委員が言うように、紛らわしいと私も

思いました。周西南中ができた時に、そんな話を聞いたこともあります。周西北に挙手した方

いかがでしょうか。 

【Ｈ委員】 

周西が１つの単語なんです。そこに北を足す。周西中に通う子どもたちのために、周西を残

したいという想いで、周西北小。 

【Ｉ委員】 

周西の中に「西」という方角が既に入ってしまっているのが問題だと思いますが。周西中を

例えば、周西北中とか君津西中に変えてしまうとわかりやすいかなと。 

【Ｈ委員】 

将来を踏まえると、小中一貫も見据え、君津西小だとかいいのかなと。 

【議長】 

周西村の時代から歴史が深いです。その昔、駅名は周西駅でした。周東中も、歴史に由来し

て決まりました。他、いかがでしょうか。 

【Ｂ委員】 

周西を単語と捉えると、問題ないかなと。周西南中もあるので。 

【議長】 

周西という言葉を入れるという意見も出ていますが、君津小に挙手した５名の方いかがでし

ょうか。 

【Ｇ委員】 

君津という名前を使用しないのが不思議です。君津とつく地区名はここしかないんです。た

だ、君津中との絡みがあるということ。ただ、そこは考えなくていいということなので、君津

を代表する小学校に自信を持って通ってほしいという想いです。この名前には弱みがないです。 

【Ｉ委員】 

先回りをして、君津第二小、第一はありませんが。君津第二小っておかしくないかなと。 
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【Ｇ委員】 

もし南子安と北子安が統合して君津小を使うかもしれないというのはわかるけど、君津とい

う住所はありません。君津中はあるけれども。君津とつくのは、ここの地区だけです。 

【事務局】 

今日は１つに絞るわけではないので、複数ある候補の一つとして入れ込んでいただく分には

問題ないかと思います。 

【議長】 

数でいくと、君津小、周西北小となりますが。 

【Ｉ委員】 

君津小は入れていいと思います。応募があった中でも件数としては２番目にありますし。 

【議長】 

それでは、君津小と周西北小は候補とします。ほか、周西の丘、山の上小、いかがでしょう

か。大和坂小とか、桜ヶ丘小も含めて。 

【Ｂ委員】 

「～坂」だと、ついアイドルグループをイメージしてしまいます。 

【Ｃ委員】 

そんな風に思われるのは嫌だなと思っていました。両方の名前を入ったものを選べってなっ

たら、これかなと思って。却下していただいても構いません。アイドルグループが廃れた時、

昔のさぁ、とか言われてしまうので。 

【Ｆ委員】 

「周西の丘」がいいと思います。応援で困るなら、丘小と呼べばいいと思います。 

【Ｄ委員】 

総合的には、将来のことを考えると、周西とかを残さない方がいいと思っています。大きな

枠組み、君津の中でということで。周西を残すから西とか北とかという意見になるので。ただ、

まだ選考なので、「周西」を出しておきたいというのはいいと思います。 

【Ａ委員】 
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山の上小と申し上げたのは、なじみがあるので。ただ、周西の丘という候補が出てきた時、

周西中の校歌に「周西の丘」と出てくるのでいいなと。個人的には「周西」というフレーズを

残したいなと思いました。 

【Ｊ委員】 

Ａ委員と同意見です。「周西の丘」です。 

【議長】 

それでは、４つ目の候補で「周西の丘」でよろしいでしょうか。 

【全体】 

了承。 

【議長】 

次に、推薦順位を決めていきたいと思います。票数でいくと「君津西小」ですが、いかがで

しょうか。 

【Ｇ委員】 

どのように理由を決めるんですか。皆さんに納得してもらうのに、「君津西小」が一番だと

かなり難しいのかなと。誰がみても納得できる、否定できないということで、１番は「君津小」

がいいのかなと思います。 

【事務局】 

参考までに、イメージとして、これまでの小糸・清和地区や小櫃・上総地区での推薦理由な

どの事例も紹介できますが。 

【Ｉ委員】 

必要ないかと思います。 

【議長】 

他はいかがでしょうか。私が「君津西」を推す理由としては、場所がわかって、君津の西部

で、周西とも繋がっていいのかなと思いました。 

【Ｉ委員】 

そもそも優先順位をつけなくてはいけないのでしょうか。 
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【事務局】 

教育委員が選定するにあたって、その地域の一推しを知りたいし、参考となるので。 

【Ｉ委員】 

 一推しを推したところで関係ないと思うし、であれば一推しだけ推せばいいかと思います。

よって、優先順位はそんなに決めなくてもいいかと思います。この候補は、このような理由で

これに決めましたということでよいかと。 

【事務局】 

必ずしも一推しがそのとおり決まらなかった事例も過去あったので。 

【Ｉ委員】 

であれば、なおさら優先順位はいらないのではないかと思います。 

【Ｈ委員】 

必ずしも優先順位で決まらないということであれば、理由をつけて、この中ではこのように

考えましたということで、教育委員の方に提示ということはできないのでしょうか。 

【事務局】 

 それは可能です。 

【Ｈ委員】 

 では、それが一番いいと思います。 

【Ｉ委員】 

今言ったように、しっかり理由を述べれば、それでいいのではないでしょうか。「山の上」

という名前の数が一番多かったのに、ここの場では候補に挙がらなかったという経緯等もある

ので、理解してもらう必要があるかと思います。 

【議長】 

他はいかがでしょうか。一推しはなしということで意見が出ていますが。 

【事務局】 

４候補のうち、どれになってもいいという思いであれば、優先順位なしで、これまでの前例

に捉われる必要はないと思います。 
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【全体】 

了承。 

【議長】 

では、理由についてですが、これまでに出た理由以外にありますか。 

「君津西小」は、君津市の一番西側にあり、君津全体を網羅したような未来に躍進するよう

な名前。 

「君津小」は、今までにないし、人数も一番多い学校になるので、そのような学校でいいの

でないかという考え。 

「周西北小」は、周西小よりも北にあり、もともと周西小から分かれてできた学校である。

地域がわかってよいということと、周西という名前を残したいという理由。 

「周西の丘小」は、この丘の上にあって、校歌にも歌詞としてあるため、丘という言葉にな

じみもある。さらには、周西という地名を残したいという思いから。 

なお、先程、周西という地域名を残さないという意見もあり、「君津」のつく名前と「周西」

のつく名前と、ちょうど２つずつとなっておりますが、他はいかがでしょうか。 

【Ｉ委員】 

本当は「君津小」推しですが、君津中とのバランスもあるので、「君津西小」を推しました。

本当の想いとは違うのですが。 

【議長】 

他はいかがでしょうか。 

【Ｃ委員】 

Ｉ委員と同様で、君津小が一推しです。確かにあちこち同じ名前が点在していて混乱を招く

とも思うが、「君津」って子どもたちにもわかりやすくていいのではないかなという想いです。 

【Ｈ委員】 

皆さんと同様です。それぞれの候補の理由をつけてもらって、教育委員に見ていただければ

といいと思います。 

【Ｅ委員】 
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君津中との絡みとありましたが、そこは気にせず、君津を代表する小学校ということでいい

のかなと思います。ただ、今更ですが、方角的な名前にはしたくないかなと。まぎらわしいな

と思いました。 

【事務局】 

本日の内容を精査して、推薦理由はこのようにしましたよというものを、再び皆さんに確認

して進めるということでよろしいでしょうか。 

【全体】 

了承。 

【Ｇ委員】 

忖度なしで委員の皆さんの意見を知りたいです。君津中の絡みを除いて。あと、順位は決め

ないけど、君津小を１番上にして教育委員会議に出してほしいです。いい見せ方として。 

【Ｉ委員】 

 見せ方は大事だと思います。 

【議長】 

 順番は決めないけども、見せ方は変えるということですね。君津小が一番上ということでよ

ろしいでしょうか。 

【全体】 

 了承。 

【Ｈ委員】 

教育委員の方には、数を公表するのですか。聞かれたら答えるのか、最初からなのか。 

【事務局】 

このように出してほしいと皆さんからありましたので、そのように提示したいと思います。

ただ、おそらく数については聞かれないと思いますが、本当は君津小がいいのだけれども、君

津中への進学のからみも考えると混乱してもいけないということをちゃんと伝えたいと思い

ます。ただ、聞かれた場合は公表するかたちとなります。 

【議長】 
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では、意見も出尽くしたようですので、よろしいでしょうか。 

【全体】 

了承。 

【議長】 

 では、皆さんのおかげをもちまして、新しい校名候補の絞り込みが終わりました。ご協力あ

りがとうございました。 

最後に、議題（３）今後のスケジュールについて、事務局お願いします。 

【事務局】 

では、ご協力ありがとうございました。 

今後の流れにつきましては、募集要領と一緒に出してあるフローチャート「校名決定までの

流れ」にもあるとおり、今後教育委員会会議において、皆さんからご推薦いただいた校名案

と、その理由とともに諮りたいと思っています。 

それで、皆さんに協議いただき確認したいことがあります。公表の仕方について、どこま

で公表するかということです。これは、この後、準備室だよりを発行したり、ＨＰで周知を

図っていきますので、どこまで出すか、この場で決めていただければと思います。前回は、

件数まで出す意見と、件数までいいのではないかという意見があったかと思いますので。 

【議長】 

 只今、事務局から説明がありましたが、いかがでしょうか。特に、公表の仕方について、ど

こまで公表するかということですが。 

【Ｇ委員】 

件数については、オープンでいいと思います。そのために、数ではなく、しっかりした理由

をつけて出すということで。一番多かった「山の上」はなくなってしまいましたが、本日、皆

さんでしっかり意見を出し合いましたので。なので、数は出してもいいと思います。 

【議長】 

他はいかがでしょうか。 

【Ｈ委員】 
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出さなくていいと思います。ちゃんとした理由をつければいいと思っています。この委員の

中で再度しっかり理由を確認するので、それで問題ないと思います。 

【Ｄ委員】 

Ｈ委員と同様です。数を出したら出したで色々あると思うので、数を出す必要はないかなと。

どれが多かったとか、名前はこんなものが多く出たということは出していいと思いますが。子

どもたちからこれが多くて、地域からはこれが多かったとかは出していいと思います。 

【Ｃ委員】 

Ｇ委員に賛成です。これまでの経緯があるので、公明正大にした方が、大和田の方達が納得

すると思います。「山の上」が何で選ばれなかったのか、こんな理由だよとしっかり見てもら

うことが大切だと思います。 

【Ｄ委員】 

どこまでの数を載せるんですか。 

【Ｃ委員】 

いただいた資料をそのまま載せていいと思います。大和田小の保護者の中には、いまだに疑

心暗鬼のところがあるので。また、件数順に並べ替えて載せた資料にもあるとおり、件数２１

位のところまででもいいと思いますが。 

【Ｇ委員】 

校名候補の中で「大和田小」を挙げた理由の中に、大和田小学校の校舎を使うはずだったの

に、変わってしまったことが理解できないという意見があるので、ここで隠してしまうと「何

で」となってしまうので、出した方がいいという意見です。 

【Ｉ委員】 

信用問題という意味で、絶対出すべきと思います。基本、大和田の人たちは教育委員会を信

じていないし、数字の改ざんをするものだと私は思っていますので、全部出してほしいです。 

【Ｅ委員】 

私も全部出してほしいです。理由がしっかりしていれば、隠す理由がないです。 

【Ａ委員】 
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数字は出した方がいいと思います。今意見があったように、全部出してほしいという思いが

あります。大和田小の保護者の思いというのは、皆さんが思っている以上にあるので、出した

方がいいと思います。ちゃんとした理由をつけられるのであれば、数字は出して構わないと思

います。 

【議長】 

私はＨ委員と同じ意見です。数字が独り歩きしてしまうとかありますし。 

【事務局】 

特に隠すつもりもありません。ただ、件数の公表については、前回の会議で決まっていなか

った検討事項でしたので。 

【Ｊ委員】 

基本的には出さない方がいいのかなと思いますが、先程の意見も踏まえ、本日の会議にいか

に不正がないのか。本当に学校のことを考えながら意見を出し合っているということを正直に

言えば、この会議において不正はないと証明できるのではないかと思うのですが、でもここに

いる方全員が、地区に説明するということが難しいという状況であれば、そして、もし出して

も地区的に理解していただけるのであれば、それも１つの方法かと思いました。根本的には出

さなくていいと思っていますが、そのようなかたちで理解が得られるのであれば、それも１つ

の方法かと思います。 

【Ｈ委員】 

委員のメンバーは説明責任があると思います。誰かに聞かれれば、それは数を含めて説明す

ればいいと思います。数字が１番多いものがならなかった時に、何でならなかったという話が

独り歩きする懸念もありますし、そこについては、いろんな方に聞かれた場合は、われわれ委

員が説明責任を果たすべきだと思います。回覧、市ＨＰにも掲載された際に、それを見た人達

がどういう判断をするのかと思いましたので。ちゃんと、しっかりした理由が記載されてあれ

ば、そこに数を公表しなくてもよいのではないかという意見です。 

【Ｉ委員】 

これ何でって聞いて答えないのが教育委員会だと思っています、大和田の人たちは。聞かれ
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たら答えればいいでは遅いと思います。であれば、最初から全部出したほうがいいと思います。 

【議長】 

 他はいかがでしょうか。 

【Ｂ委員】 

順番に乗せればいいのではないかなと思います。数字は載せないで。 

【Ｃ委員】 

それだと、Ｈ委員と同じ考えになるかと思います。今まで署名とかもやったのに、ばっさり

却下されているという思いが強いです。信用していない保護者はいっぱいいるわけで。また数

を隠すのかと言われてしまいます。であれば、数を出して、しっかり理由を出せばいいと思い

ます。「山の上」は１位だったけれども、こういう理由だから、違うものになったことを言わ

ないと、保護者は信用しないと思います。 

【議長】 

全部で２６９件の中で、本当に厳しい闘いであるのは数を見ればわかるわけで、公明正大に

する反面、逆に説明がより複雑にならないかなという心配はありますが、地域の方や皆さんが、

出した方が公明正大だよという意見が圧倒的に多いのであれば、それはそれでいくしかないか

なと思いますが、いかがでしょうか。 

【Ｊ委員】 

この数字は、地域の方の票です。その票を見ながら決めたのは、ここにいる１２人。この１

２人が選んだ結果ですから、われわれが説明責任をもって添えた文書にしていただければいい

のかなと思います。 

【Ｈ委員】 

件数を公表するなら、教育委員会議にも数字を出すべきだと思います。それがオープンだと

思います。本日の選定における票数も含めて。 

【Ｉ委員】 

３つに選定する、４つにする、５つにする、それならちゃんとルールを決めてからやらなき

ゃいけないと思います。そうではなく、皆で話し合って、これがいいんですよと候補を出した
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ので。例えば、「山の上」の応募が多いけど、選ばなかった理由はしっかりしています。しっ

かり話し合い、検討した結果、こうなりましたよと全部出せばいいということです。 

【議長】 

では、確認です。件数は公表。準備室だよりの自治会回覧は１１月５日（木）ということで

進めていただきます。では、情報が独り歩きしないように管理するとの認識をお願いします。 

【議長】 

「その他」について、事務局から何かありますでしょうか。無ければ、本日の議題につい

ては以上となりますので、これで議長の任を解かせていただきます。 

４ 連  絡                            

（事務局） 

 室長ありがとうございました。委員の皆様におかれましても、慎重審議ありがとう 

ございました。皆様のご協力のおかげで、校名候補を選定することができました。 

 最後に、連絡となりますが、先程も説明がありましたように、準備室だよりや推薦理由の

案について、委員の皆さんに送付して確認してもらう予定ですので、よろしくお願いします。  

連絡は以上となりますが、この他、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。 

５ 閉会のことば                            

（事務局） 

以上を持ちまして、大和田小・坂田小統合準備室の第２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。 


