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大和田小・坂田小統合準備室 第１回全体会＆総務部会 会議録 

 

日 時：令和２年７月２日（木） 午後７時００分～午後９時３０分 

場 所：君津市立大和田小学校 体育館 

 

１ 開会の言葉 

（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。会に先立ちまして教育部長の安部よりご挨拶申し上げます。 

（教育部長） 

 ～あいさつ～ 

（事務局） 

続いて、統合準備室長になりますが、運営部において大和田小鈴木校長先生に室長を、坂田小

菊地校長先生に副室長をお願いすることに決定いたしました。ご了承いただければと思います。 

 それでは、統合準備室 鈴木室長よりごあいさつ申し上げます。 

２ 統合準備室長あいさつ 

（統合準備室長） 

 ～あいさつ～ 

３ 自己紹介 

～自己紹介～ 

（事務局） 

ありがとうございました。では、この後の議事進行は室長にお願いしたいと思います。 

室長、お願いします。 
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４ 議 題 

（議長） 

それでは、本日の議題に移ります。（１）統合準備室についてと（２）今後のスケジュールに

ついて、２本同時に事務局の説明を求めます。 

（事務局） 

 それでは、統合準備室、そして今後のスケジュールについて、説明をさせていただきます。 

スクリーンをご覧ください。はじめに統合に向けた準備を進めるにあたり、第２次実施プログラ

ムの構想について、今一度確認をさせていただきます。 

まず、学校再編について、こちらは、小中学校の児童生徒数と、学校数の推計グラフです。棒

グラフが児童生徒数を、折れ線グラフが学校数を表しています。 

本市の児童生徒数は、いまやピーク時の半数以下となっており、これからの子どもたちに、ど

ういった学校、そして地域というものを残していったらよいか、今まさに、考えていく必要があ

るため、学校再編の取り組みを進めております。 

その、学校再編におけるコンセプトですが、活力ある魅力的な学校づくりを目指すこと、学校

の適正規模・適正配置を推進すること、時代にあった新しいタイプの学校･カリキュラムを検討す

ること、これらを踏まえて最終的には、 

『子どもたちにとってよりよい教育環境』を目指し、学校の活性化を推進することを目指すもの 

です。①子どもたちにとってよりよい教育環境、②学校の活性化、この２点をキーワードに準備 

室での会議を進めていただきたいと考えます。 

さて、これらを踏まえた第２次実施プログラムについてですが、対象である周西中学校区には、

小中学校、高等学校、認定こども園、私立幼稚園や基幹産業などが集まるなど、教育資源が豊か

で連携が図りやすく、新たな教育を展開しやすい立地でもあります。 

わたくしどもは、これらを学園の丘のような、文教エリアという構想をもって学校再編を進めて 

おります。 



3 

 

その構想としての、今後の周西中学区の流れを確認します。今年度は、来年度に指定される「キ 

ャリア教育拠点校」に向けた準備を各学校が進めております。 

来年度、令和３年度です。周西中・大和田小・坂田小については、キャリア教育拠点校の初年 

度として、キャリア教育の実践を積み重ねていくことになります。また、君津高校も含めた小中

高が連携したキャリア教育の推進も目指します。 

令和４年度には、大和田小と坂田小の統合があります。坂田小校舎の改修工事準備のため、大 

和田小を使用校舎とします。なお、令和６年度の小中一貫教育校設置に向けた準備室を設置し準

備を進めて参ります。 

令和５年度の状況です。大きな動きはありませんが、小中一貫教育校への準備、キャリア教育 

を推進して参ります。また、坂田小校舎の改修工事が始まる予定となっております。 

令和６年度の状況です。統合校として使用していた大和田小から、坂田小に戻り、周西中と統 

合校による小中一貫教育校として歩み始めます。また、小中高の連携を強化した取り組みも充実

させていきます。なお、坂田小校舎に戻る時期は、２学期の予定です。 

 以上が、令和６年度までの流れになります。 

さて、今後の流れを確認しましたが、第１次実施プログラムと異なるところは、単純な統合の 

みでなく、統合を軸として小中一貫教育校の設置、キャリア教育拠点校の指定、それに伴う小中

高の連携、また、立地を活かした施設の共用などを連携させて、よりよい教育環境を実現させて

行くことです。 

これらを関連づけながら、見通しを持って統合準備室での協議を進めて行きたいと思います。 

統合自体は、子どもたちにとってよりよい教育環境を整えるもので、前向きな取組であります 

が、これまでと環境が一変することから、子どもたちだけでなく、保護者や地域の方々も不安と

感じられる方も多いと思います。 

例えば、子ども達の生活面や学習面、通学面、人間関係など、または、校名はどうなるのか、 

学校と地域とのつながりはどうなるのかなど、統合はこれから創りあげていくことになりますの
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で、当然見えていない部分がたくさんあります。これらを解消するため、 

行政と学校が一体となり、統合に向けて様々な視点から協議、解決していきます。そこに保護 

者や地域関係者も入っていただきながら、統合に向けた準備を進めていくため統合準備室を設置

します。 

構成員は、こちらにあるとおり、各学校の校長、教頭、教務、事務職員、養護教諭、地域代表、 

保護者代表２名、そして、教育部長、学校教育課長、学校再編推進課長の２７名となります。事

務局は学校再編推進課が務めさせていただきます。なお、これまでの各学校の歴史や地域等を熟

知していること、また、令和６年度には、小中一貫教育校となることからも小学校の統合ではあ

りますが、周西中も構成員として入れさせていただきました。忌憚のないご意見をいただけたら

と思います。 

統合準備室の組織ですが、各学校の校長・教頭、そして教育部長、学校教育課長、学校再編課

長からなる運営部が企画や運営、各種調整やとりまとめを行います。また、５つ専門部を設置し、

運営部からの指示を受け、各専門部が所掌する内容について、協議や調査をします。保護者や地

域の方々には、総務部会とＰＴＡ部会、通学部会に所属していただき、様々な視点からご意見を

いただきたいと思います。そこで協議された結果を運営部に報告。その報告を受け、統合に係る

様々な事項について、決定していくという流れになります。 

こちらは、行政まで入れた全体のイメージ図です。統合は、予算の確保や跡施設の利活用など、 

教育委員会で決定できないことがあります。ですから、統合準備室と教育委員会の連携を強化す

るとともに、市長部局との協議や調整も行っていきます。このようなイメージで学校再編が進ん

でいっていると考えていただければと思います。 

実際の会議の様子ですがこちらは、第１次実施プログラムの対象校による統合準備室会議の様 

子です。これまでに、周東中・上総小櫃中・清和小の３校が開校しており、現在は、上総小・小

糸小の開校が来年度に控えており、その準備を進めております。 

それでは、各専門部の協議内容やスケジュールを説明させていただきます。 
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はじめに、総務部会です。メンバーとしては、校長先生、地域の方、保護者代表２名の１２名

です。この部会は、統合の大枠の部分、校名や校章、校歌などについて協議していきます。 

スケジュールですが、校名の選定については、このあとに協議していただきます。８月頃には、 

校名の公募を実施。こちらについては、協議結果によって実施します。１０月頃には、校名の選

定と推薦となります。２月には、校章・校歌の制定についての協議。３月には、校名変更のため

に条例改正も行われます。年度を明けて、５月には校章・校歌の公募。こちらも協議結果によっ

て実施します。７月には、校章の制定。８月は、校歌の制定。こちらは、できあがった校歌に調

整が必要であれば実施します。令和４年２月には、校歌の最終確認となります。なお、校歌につ

いては、制作者に一任と言うことであれば、確認は必要ありません。運営部で調整・確認するか

たちになります。 

つづいて、通学部会についてです。メンバーとしては、教頭先生、地域の方、保護者代表１名

の９名です。この部会は、名前のとおり、通学路や通学の安全について協議を行います。使用校

舎が、大和田小、坂田小と変わりますので、通学路が２回変わりますので、そちらに関する協議

をいたします。スケジュール案ですが、７月下旬には、想定される通学路についての確認。８月

頃には、通学路の実地調査。１０月頃には、通学路の安全確保、また、通学距離、通学時間が延

びる児童もいますので、その通学手段についての協議。この協議については、令和３年の６月と

１０月の３回分実施します。また、通学路の変更や通学手段の変更等も考えられますので、保護

者への説明を行います。 

次にＰＴＡ部会についてです。メンバーとしては、教頭先生、保護者代表１名の６名です。 

この部会は、ＰＴＡ組織や行事等について協議することになります。スケジュール案ですが、８

月頃に各学校の現状と課題の把握。１１月頃には、ＰＴＡの規約や会費、行事等についての協議

を行います。今年度末には、来年度のＰＴＡ役員の選出をすると思いますが、統合を見据えた選

出になるかと考えられます。来年度の９月、１２月と続けて協議を進めていきます。年度末には、

統合校の役員の選出や引き継ぎ、運営費の引き継ぎも考えられます。また、各学校のＰＴＡも最



6 

 

後の締めの総会の実施も考えられますので、その準備もしていく必要があります。 

つづいて、教育課程部会についてです。このように学校の教育課程に係る部分について協議を 

していきます。基本的には、学校間で随時協議していくことになります。なお、統合に伴う児童

の精神面や学習面のフォローのため事前交流を実施する予定です。例えば校外学習の合同実施や、

音楽や陸上での合同練習などを実施し、互いの学校の文化や伝統を知ることで、相互理解を深め、

安心して統合できるような素地を作っていきます。 

次に、事務部会ですが、こちらは、文書や備品、予算面の協議、児童の健康面等の引き継ぎも 

行われます。これまでの統合対象校と比較しても学校規模が大きくなりますので、計画的に進め

て行く必要があります。 

以上が、各専門部での主な協議内容とスケジュール案になります。協議することがたくさん 

あるかと思いますが、運営部で方向性を示しながら、計画的合理的に進めて行くことになります。 

最後にその部会の進め方について確認します。 

本日お集まりの皆様は、それぞれお仕事やご家庭、そして、ＰＴＡ活動や自治会、青少年健全育 

成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。その活動に加えて、統合に

向けた準備に協力していただくことになります。大変感謝申し上げます。そこで、お忙しい中で

の会議となりますので、積極的、そして円滑な会議となるよう、運営部で事前に検討し、協議内

容を明確にします。部会の開催通知を、約１ヶ月前を目安に送付。協議資料については、２週間

前を目安に送付させていただきます。委員の皆様には、事前に目を通していただき、協議内容に

対するお考えを事前にまとめていただきたいと思います。このような流れをとることで、会議時

間の有効活用と短縮を図っていきたいと考えていますので、ご協力をお願いいたします。 

 なお、委員の皆様には、大変申し訳ありませんが、学校の都合に合わせて部会の日程を決めさ 

せていただきます。ご承知いただければと思います。また、都合が合わずに欠席する場合は、学 

校へその旨連絡をいただければと思います。 

以上で、統合準備室とおおまかなスケジュールについての説明を終わります。 
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統合まで、皆様方としっかりとスクラムを組んで、子ども達にとってよりよい教育環境を実現さ 

せていきたいと思います。ご協議の程、よろしくお願いいたします。 

（議長） 

説明が終わりました。何か質問やご意見はございますか。 

（Ａ委員） 

 統合準備室では、どこまでの内容を協議できますか。今までの流れをみると、もう話はできて

いるのではないかという疑いが私たちの中にはあって、校名はある程度決まっていて、そちらの

方で決まっているという疑いが出てきます。私たちが仕事などで忙しい中、会議に参加してやっ

ていく意味があるものですか。 

（事務局） 

 先程の説明したとおり、この場で、皆さんが決めていくものになります。何も決定しておりま

せん。また、こちらで事前に決めたものを確認する場ではありませんので、この場で協議をして

進めていただければと思います。 

（Ａ委員） 

 であれば、しっかりやっていただきたいと思います。今までも、会議録が適正でなかったり、

質問したことに答えてくれなかったりとかあるので、公明正大にやっていただきたいです。 

（事務局） 

 具体的な説明をさせていただくと、例えば、校章・校歌については、どうやって決めていくか

というところから、これまでの統合準備室で取り組んでまいりました。地域の方の想いを大事に

したいという意見ですとか、そういったことからこの人が良いのではないかということを委員の

方から意見をもらって進めてきました。 

（事務局） 

 補足の説明になりますが、会議録を作成し、統合準備室だよりというものを発行して、参加で

きなかった方や地域の皆さんに周知してまいります。なお、この場、教育委員会だけで決められ
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ないことは持ち帰り、全ての要望に応えられるわけではありませんが、そのことについて、しっ

かり市長部局と協議を進めてまいります。 

 あと、お手元に、第１次実施プログラムの対象である小糸・清和地区と小櫃・上総地区の統合

準備室だよりがあるかと思います。こちらは、準備室での会議の様子や子どもたちの交流の様子

など、統合に向けた情報を、参加できなかった保護者や地域の方々にお知らせするものになりま

す。自治会回覧や市のホームページでの掲載などを活用して広報していくことになります。今回

の様子も掲載させていただきますので、よろしくお願いいたします。なお、本日提出していただ

いた確認票にもあるとおり、便り等で写真を使用することに不都合がある場合は、後日でも良い

ので連絡をいただければと思います。 

（Ａ委員） 

 そのようにやっていただければ構わないのですが、例えば、会議録も今までの説明会で挙がっ

たものが全部出ていなかったり、そちらの都合のいいように操作されていました。だから疑って

しまうんです。校名を募集して、この場で協議をする時には、操作されているのではないかと思

ってしまいます。そうならないようにお願いします。 

（事務局） 

 承知いたしました。 

（議長） 

 ほかによろしければ、次の説明を事務局に求めます。 

（事務局） 

それでは、ここからは総務部会での協議内容になりますが、続けて説明をさせていただきます。

今日は、主な議題となります「校名について」説明をさせていただきたいと思いますが、 

本題に入る前に、なぜ今日、そして最初の総務部会において、校名についての話し合いを進めて

いく必要があるのか、その理由について確認をさせていただきます。 

主な理由としては、令和４年度４月からの統合まで、あと１年９か月であることから逆算した
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とき、校名の正式決定というのは、最終的には議会での議決を経て正式決定となるのですが、そ

の議会は基本３の倍数月に行われます。今後、公募ですとか、保護者や地域への周知、役所内の

様々な手続きを考えたとき、今年度末の３月決定が望ましいと考えます。 

また、それ以上後には延ばせない理由としては、まず、校名ができないことには、校章・校歌

が決まりません。校名を受けて、校章・校歌を制作していく必要があり、統合前までの完成を目

指すとなると、総務部会や公募など広く意見を聴くこと、制作期間までに約１年要するというこ

とから、今年度中に決めていきたいと考えております。 

以上のことから、今年度中には決定したい、そして決定までのスケジュールを勘案したときに、 

最初に校名について話し合う必要があるということをご理解いただきたいと思います。参考まで

にスケジュール感については、事前送付資料にもありますので、改めてご確認ください。 

さて、「校名」とは、そもそも、その学校に通う子どもたちや保護者、地域の方々が、学校名

に親しみや愛着、誇りを持って過ごしていくものであると思います。よって、今後校名を決めて

いくうえでの校名の方向性として、まず、「子どもたちの視点」から考えると、 

・新たな学校に夢や希望を持つことができる 

 ・校名、学校に対して誇りや愛着をもつことができる 

 ・これまでのお互いの学校や地域を尊重しつつも、次の後輩や子どもたちへつなげること 

一方「地域の視点」からは、 

・新たな地域コミュニティの核となる学校である 

 ・これまでの歴史や文化の継承といった思いを込める 

というような方向で、決めていきたいと考えています。 

また、事前に送付した資料にも、各学校のこれまでの変遷、校章の由来、校歌を配付してあり

ます。そちらの学校の変遷をごらんいただくとよくわかると思いますが、寺子屋のような小規模

の形から始まり、それぞれの地域で次代を担う子どもたちを育んできたことから、各地域の名称

をつけることがほとんどであったようです。それでは、校名の決め方について、これまでの統合
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校の事例も踏まえながら、説明をさせていただきます。まず、Ａ案として、この総務部会が主導

で進めていくもの。Ｂ案としては、地域や保護者、子どもたちなどに募集をかけていくもの、 

この２つをお示ししました。 

Ａ案は、この総務部会のメンバーでいくつかの校名の候補を出します。その候補を保護者や地

域、子どもたちにアンケートを取り、再度、アンケートの結果をもとに総務部会で絞り込むとい

うものです。Ｂ案は、始めに保護者や地域、児童生徒等へ公募で校名を広く募集し、募集結果を

もとに総務部会で絞り込むという方法です。それぞれのメリット、デメリットです。 

まず、Ａ案については、総務部会のメンバーで案を考えるというものなので、地域や保護者の

思いなどを込めるということが比較的反映させやすいかと思います。 

一方で、公募に比べて候補数が限られてくるということ、また、総務部会メンバーで候補を考

えていくとなると時間がかかるのと、案を出すまでの経緯も異なってくるということが考えられ

ます。他にも、アンケートをとるとなると、結局のところ、数で決めることになりかねないとい

う側面があります。 

続いて、Ｂ案ですが、子どもたちなどに始めから幅広く聞くことで、様々な意見を聞くことが 

できることや、自分たちで考えたということが夢や希望を持つことにつながりやすいと考えます。 

一方で、地域や保護者の思いをどこまで反映したものになるかは、募集結果があがってきてみ

ないとわからない。 

以上のことが考えられます。 

どちらも地域や保護者、児童生徒の思いや意見を吸い上げたいと考えたものではありますが、

どちらの方法がよいのかご意見をいただきたいと思います。ちなみに、これまでの統合校におけ

る事例を紹介しますと、小糸・清和地区での小中学校３校、小櫃・上総地区での小中２校、いず

れも、すべて公募でした。なお、校名を決めていくうえで、今日のような最初の総務部会におい

ては、協議の結果、やはり市民の多くが納得する、民主的な手続きを踏んで決定していくことが

一番大事なことであり、また、子ども達も新たな学校づくりに参加するという過程も大きな意義
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があることではないかといった結論に至り、公募となりました。この総務部会での協議をはじめ

とし、丁寧に手続きを踏みながら進めていくことで、新しい校名が決定し、地域や保護者、子ど

もたちの思いが、新しい生命の息吹となって学校に吹き込まれていきました。詳細は、事前に送

付した資料、別紙１のとおりとなります。 

最後に確認となりますが、この総務部会では、あくまで候補となる校名案を３～４点に絞り込

むことと、そして推薦順位を決めるところまでとなります。その後、１つに絞り込み、原案とし

て決定するのは、教育委員会会議となり、最終的に議会での議決を経て正式決定となります。 

ですから、ここではＡＢどちらの案にしても、絞り込む際に、なぜこの校名案を選んだのかと

いう根拠、推薦理由が重要になってきます。それを明確にしたうえで、教育委員会議に提言する

かたちとなります。 

大和田小と坂田小、それぞれの学校や地域がこれまで築き上げてきた文化や歴史を踏まえ、互

いに尊重をしながら、新たな学校を作り上げるという前提に基づいて、統合に向けた、そして新

たな学校づくりの一歩として、校名についてご協議いただければと思いますので、是非とも前向

きで建設的なご意見をお願いします。 

以上、まずは、どのように校名を決めていくのかについて、この場で決めていただく必要があ

りますので、一旦ここまでで、よろしくお願いいたします。 

（議長） 

ただ今説明がありましたが、質問やご意見等ございますでしょうか。 

（Ｂ委員） 

 今までの地区説明会での説明を踏まえて、統合後は坂田小になりましたと。大和田小、坂田小

どちらも学校に愛着があると思います。なので、使用校舎が坂田小になるということで、保護者

の方に言われたことがありますが、使用校舎が坂田小というかたちになるのであれば、名前は、

大和田小という名前を残してもらえないかと言われました。どちらの思いも尊重してと言うので

あれば、土地は坂田なのだから、名前は大和田にしていただけないかという意見です。 
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（議長） 

校名の具体的な話については、その時に協議をします。まず、統合準備室で意見を出し合っ

て決めるＡ案なのか、それとも公募して決めるＢ案なのか。これを決めてまいります。 

（Ｃ委員） 

 Ａ案とＢ案を決める前に、１つの意見として。今後、統合に伴い小中一貫教育をやっていくの

であれば、周西中なので、本来は周西小が良いのではないかなと思っています。他の学校のこと

で何ですが、周西小学校を周西南小学校にするとか、Ｃ案というわけではないですけど。それは

難しいでしょうか。そんなことを検討に入れていただけないかということを一言。 

 そして、色々な方の意見を聞きたいと思いますので、Ｂ案がいいと思います。私、校歌とか全

部目を通しました。共通ワードが「風」しかなかったです。これだけでは厳しいかなと。なので、

新しいものを作るのに、保護者の方々に聞いていきたいと思いました。 

（事務局） 

 Ｃ案についてですが、別紙４「各校の情報」にあるように、Ｒ６年度から小中一貫校となるこ

とについて情報を提示するにとどめ、小中一貫を見据えた校名を応募するかについては、応募す

る側に委ねていいのではないかと考えます。 

周知のとおり、市内で周南地区に「周南小中一貫教育校」ということで設置されており、確か

に名前も小中ともに同じでありますが、全国的に見ると小中一貫教育を展開していても、小学校

と中学校の名前が同じでないという事例もいくつかあります。よって、必ずしも小中が同じ名前

である必要はありません。では、なぜ名前を付けるかというと、学校管理規則の一部を改正する

わけですが、周囲へこれから小中一貫教育をやりますよ、とアナウンスとして看板を掲げる意味

合いが大きいというのがあります。 

もし公募になれば、必ず小中一貫を見据えた校名案が応募されてくるかと思います。それで、

その中に小中一貫校としてふさわしい案があれば、今後、小中一貫校の名前を決める際の候補や

参考としてもいいかと思います。という意味で、協議のテーブルに乗せるのは可能かと思います。 
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（議長） 

 周西小も含めて協議してよいかということでしょうか。 

（事務局） 

 小中一貫教育を導入しますが、そこを見据えることにこだわりすぎてしまうと、現在の周南小

中のように、周西中に合わせて小学校の名前を周西小にするのは厳しいですし、逆に今ある周西

小学校の名前を変えるのは現実的には難しいと考えます。 

（Ｃ委員） 

 承知しました。もともと１００年の歴史を持つ学校だから厳しいですよね。 

それと、今回の統合の前から、私は大和田小と坂田小は統合するべきだと思っており、前市長

にその旨を伝えたことがあります。そうした中で、じゃぁ名前はどうするんだとか、そんなこと

もありました。 

今説明があったとおり、厳しいということがわかりましたので、Ｂ案でお願いします。 

（議長） 

 Ａ案、Ｂ案、どちらもメリット、デメリットがあると思いますが、いかがでしょうか。 

（Ｄ委員） 

 今までの統合校と同じように、地域の方に募集をかけるのが良いのかなと思います。また、大

和田小と坂田小が統合するので、どちらの方も納得がいくようにしていきたいと思います。 

（Ｅ委員） 

 Ａ案だと、大和田小と坂田小それぞれ互いの学校の意見が強くなるのかなと思います。 

 Ｂ案であれば、歴史に詳しい地域の方もいらっしゃるので、いろいろな案が出てきて、地域の

方の想いも汲めるのかなと思うので、Ｂ案がよいと思います。 

（議長） 

 Ｂ案ということで、よろしいでしょうか。 

（全体） 
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 了承。 

（議長） 

 それでは、次の説明を事務局に求めます。 

（事務局） 

 では、校名の決め方については、Ｂ案の公募に決定いたしましたので、再度お手数ですが、 

「校名決定までの流れ」についてご覧ください。この後ですが、校名募集の手続きに移り、募

集の周知を図ったり、募集要領や応募用紙の配布とともに応募箱の設置を行ったりします。募

集期間を経たのち、運営部で集計いたします。 

その結果を委員の皆様へ送付し、事前に各々に選定していただく時間をとり、第２回目の総務

部会の際に、校名候補を３～４点に絞り込むための協議を行います。その後、統合準備室総務

部会としての校名候補とその推薦理由をもとに、総合教育会議、教育委員会会議というものに

おいて協議し、新校名の原案が決定します。そして、議会に提出し、学校設置条例という条例

改正の議決を経て、正式に新校名が決定。というのが、校名が決定するまでの一連の流れとな

ります。 

それと、公募という方法で進める場合、いくつか確認しなければならない要素があります。協

議の柱に、２「校名の募集について」（１）～（６）、３「選定方法等の確認事項について」（１）

（２）とありますが、一つ一つ時間をかけて協議していくと、時間の都合もあります。 

基本的には、これまでの事例を踏まえて網羅しているつもりですので、ある程度事務局に一任

していただければと思いますし、後ほど、お気付きの点があれば、また学校を通じてご連絡い

ただければと思います。ただ、「校名の募集について」６項目ある中で、特にこちらとして確認

していただきたい項目としては、 

２）応募資格、募集範囲をどこまでにするか 

 ５）応募方法をどのようにするか 

この２つの項目について、説明をさせてください。 
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２）応募資格、募集範囲をどこまでにするか？ 

＜協議の柱＞にもありますが、 

募集範囲については、保護者、地域関係者、児童生徒、学校の先生方、ここまでは想定できる

と思いますが、できれば、市内外問わず誰でも応募ができるものとしたいと考えております。 

その理由としては、例えば、小学校にこれからあがる幼児やその保護者を対象に入れることで、

これからその学校の児童になるということ、すなわち学校への愛着という面で効果があると思

われます。また、これまでの思いという部分を吸いあげることを考えると、卒業生が考えられ

ます。地域に在住の方はもちろんですが、現在は周西中学校区以外の、市内もしくは市外で生

活している方々もいると思いますので、市内外問わず誰でも応募可にできればと考えます。 

 一方で、市内外問わず誰でも応募を可としたとき、縁もゆかりもない方からも応募してくる

ことが考えられますが、基本的には興味・関心を強く持った方が応募してくるものと考えてお

りますので、逆に創造的なアイデアとして校名を寄せてくれる場合も考えられます。 

ちなみに、これまでの事例においては、それによって何か中傷的なものや不快な思いをさせる

ような応募というのはありませんでした。 

 こうした理由や幅広く意見を吸い上げるという点から、総合的に判断して、募集の対象範囲

を市内外問わず誰でも応募可としたいと考えております。ですから、当然ここにいらっしゃる

委員の皆様も応募可ということになります。現在のところ、８月中に募集を開始できたらと思

っています。 

５）応募方法について 

続いて２つ目として、 

応募方法をどのようにするかについてですが、ご覧のように、 

①郵送やＦＡＸ、直接窓口にという場合には市役所６階の学校再編推進課宛てに 

②応募箱の設置場所としては、山の上４校、 

これから小学校にあがる幼児やその保護者ということで、保育園とこども園、それと私立幼稚
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園２園が考えられます。また、地域の方においては周西公民館に、また市内外問わず人の出入

りが多いという点で、市役所脇の君津中央図書館での設置を考えております。 

③それ以外の方々については、市のＨＰ内にある応募フォームから直接入力できるようにし

たいと考えております。なお、統合対象校の沿革や特色を知ってもらうという意味で、大和田

小と坂田小のＨＰに、また、周西中と君津高校のＨＰからも学校再編推進課のページへ移動で

きるようにこちらで設定できればと思います。ただし、高校の方にも許可を得たいと思います。 

なお、周知方法にも関わってくるのですが、 

募集要領を配布する際、市内外問わずとした場合、学校や幼稚園、保育園を記載したまま配

付すると、このご時世ですので、極端な話、誰でも学校や幼稚園等に出入りできてしまうとい

った誤解や不安を与えてしまってもいけないので、このような記載は学校を通じての保護者配

付用のみとし、他は基本、学校・幼稚園・保育園を削除した状態で配付またはＨＰに掲載した

いと思います。また、応募用紙についても、事前に送付した資料別紙３を参考にしていただき

たいと思いますが、特に、応募した校名の理由として、新しい校名への願いや思いを記入する

欄を設けております。応募用紙についても何かお気づきの点があればご意見いただきたいと思

います。 

すみません、このまま一括して説明させていただきます。続いて、「３ 選定方法等の確認事

項について」２つあります。 

１）校名候補の絞り込み基準について 

 校名候補については、応募の数で決定しない方がよいと考えています。これは、応募数が多

いものが決定の基準となると、数の多さに大きく左右されてしまうことがあります。よって、 

・同じ名称は、何件あっても１件とする。 

・１点１点の応募数は公表しない。 

つまり、応募数の多寡、多い少ないは、選定及び決定に影響しないものとする。そして、応募

条件を４つ挙げておりますが、応募条件に合致するものとして、その名称を考えた理由をもと
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に候補を選定していくといったものがよいと考えます。最後に、 

２）採用された人を公表するかについて 

採用者の名前を公表するかということも自治体によって様々ではありますが、 

採用された方は、特に子どもたちである場合、個人名が公表されることについては、プライ

バシーなどの面に配慮することも必要かと思います。例えばですけども、もし採用者が子ども

だった場合、自分が決めた校名だということに誇りを持てるプラスの面がある一方で「誰だよ、

こんな校名考えたの」とか「誰々が考えたんだって」等、その子からしたら一生懸命考えたも

のでも、馬鹿にされて嫌な思いをするだとか、誰が書いたか特定しようとするだとか、いまＳ

ＮＳがこれだけ普及している時代ですので、考えすぎだと言われればそこまでですが、無きに

しもあらずなのかなと考えます。ですので、せっかく前向きに夢や希望を持って校名を考える

ことを目的としているのに、そうした子ども同士のトラブルや「こんな名前を考えるなんて」

といった地域間での感情摩擦は起こしたくないなというのが本音の部分としてはあります。 

そうした理由で、これまでは公表はしないことにしてきました。逆に、公表しないほうが応

募しやすい人もいるかと思いますし（その逆も同様）、無記名で応募すればいい話ですが、無記

名の人が採用された場合は結局のところ公表できないといったこともあります。ただ、公表し

ないにしても、応募されてきた校名については、よほどのものでない限り、準備室だより等で

掲載しますので、名前を公表しなくても「あ、自分の応募した校名案が載っている」など、何

かしら感じることはできるのかなと思います。 

大変長くなりましたが、以上で、校名募集に伴う確認事項について説明を終わりますが、今

まで説明してきた内容については、事前に送付しました資料別紙２の募集要領（案）に落とし

込んでありますので、叩き台として考えていただければと思います。 

繰り返しとなりますが、 

協議の柱２「校名の募集について」（１）～（６）、３「選定方法等の確認事項について」（１）

（２）とありますが、議長のほうで確認をしていただき、質問やご意見がなければ、事務局に
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一任を、質問やご意見等があった場合は、それについて協議をしつつ、可能な範囲で微修正を

していければと思っています。以上、よろしくお願いいたします。 

（議長） 

 それでは、主な協議としていうことで募集の範囲と応募方法についてです。いかがでしょうか。 

（Ｃ委員） 

 方法論は何でもいいと思います。ただ、３番の選定方法については、市で決めるのではなく、

この場にいる委員で決めたいです。同じのが出たら１件としてカウントするのではなくて、その

案が何件出たのかも知りたいです。それを含めて、統合準備室の場で決めていきたいと考えます。 

応募件数を出す出さないを含めて。 

（事務局） 

 あくまで、提示したものはたたき台です。そのような決め方でもよいと思います。なお、参考

までにですが、このようにした理由としては、組織票であったりですとか・・・。 

（Ｃ委員） 

申し訳ないのですが、それを含めて、統合準備室で決めさせていただきたいです。 

（事務局） 

 承知しました。では、この場で協議していただければと思います。 

（議長） 

 同じ名称の件数について、統合準備室で公開して、あるいはホームページで大々的に公表しま

すか。 

（Ｃ委員） 

 公表するもしないも含めて、統合準備室で決めていきたいです。 

（議長） 

 承知しました。ほかにいかがでしょうか。 
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（Ａ委員） 

 同じ名称は１件というカウント方法は反対です。ただでさえ、信用していない方たちがやるこ

となので、またここで隠してしまうと思われてしまいます。地域の方から文句を言われてしまい

ます。合併に疑問がある中で統合準備室に参加していますので。どの名前に何票あったのかを公

開していくべきだと思います。全部公表するべきです。 

（Ｂ委員） 

 同じ意見です。これまで公開されてこなかったものが多く、市に対して不信感があります。私

も疑ってかかっている人間なので、公開していただきたいです。あと、応募用紙ですけど、住所

はいらないと思います。あると子どもが書いてしまいます。プライバシーといったことを気にす

るのであれば、下に無記名でいいですとか、一言記載を入れてもらってもいいかなと思います。 

（議長） 

 絞り込みの基準について、その他意見ありますか。 

（Ｆ委員） 

 確認ですが、校名の決定にあたって、応募数を公開しますか。 

（Ｃ委員） 

 こんな意見がこれだけあるということで、皆さんと校名を協議していきたいと考えます。数の

大小で決めるものでないと考えます。 

（Ｆ委員） 

 公にはせず、この統合準備室でわかっていればよいのかと思いました。例えば、その名前に千

件集まって、それが選ばれなかった場合のこともあるかなと。なので、統合準備室では公表して、

公にはしない方がいいのかなと思いました。 

（議長） 

 今、２つの意見が出ていますが、ほかにはいかがでしょうか。 
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（Ａ委員） 

 全部出したいです。ただ、応募用紙には名前書いてほしいなと思います。これがないと、１人

の人が何百通も出したりとかあるかもしれないので、１人１票までですよという条件でカウント

したうえで、上位３つから準備委員会からまとまりましたというかたちで、公表していくことが

いいと思います。 

（Ｂ委員） 

 名前はいいとして、住所は必要ですか。 

（議長） 

 応募用紙の件は後程でお願いします。絞り込みの方法について、いかがでしょうか。 

（Ｂ委員） 

 Ｆ委員の意見もわかります。ただ、今回の学校再編の件で、大和田小の保護者の方は、市に対

して疑念を抱いています。あきらめというか、今回も決まっているんでしょと思っている方が結

構多かったです。今オープンにした方がいいんじゃないかというのは、そこもあるんじゃないか

なと。千通の方がいいってなったとしても、ここまでオープンにしてますよと。そうすることで、

みんなが参加しているという意義を持ってやっているという地域の人たちも納得すると思いま

す。なので、公開する方がいいと考えました。 

（議長） 

 ほかにいかがでしょうか。 

（Ａ委員） 

 さらに言うのであれば、集まった案の票数ですら、教育委員会で操作するのではないかと。そ

こまで疑念を持っているので、ちゃんとやっていただきたいです。 

（事務局） 

 これまでの説明で、市に対して不信感を持たせて申し訳ありません。この統合準備室において

は、そういったことを協議する場なので、皆さんの総意で決めていければいいのかなと思います。 
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この統合準備室において、互いに腹を割って話すことが、統合に向けた準備だと思います。なお、

件数を出す出さないにつきましては、その例えば千通あったものを選ばなかった場合、ちゃんと

理由を説明できるようにしていければと思います。 

（議長） 

 ほかにいかがでしょうか。 

（Ｇ委員） 

 Ｆ委員同様、この協議の場では、全部オープンにしてほしいと思います。ただ、先程あったよ

うに、１，２件しか出なかった校名と、千件同じ校名が出たときと、やはり数の力というものは

強いと思います。ですから、同じ校名が千件あったとき、何で２～３件しか出なかった校名を選

んだのとなったきに、その説明を準備室でする必要があり、数の力を押し返す説明というのがか

なり難しいと思います。よって、協議の場の段階では数はオープンにしてほしいと思いますが、

最終的に説明しづらいかなと思うので、個人的には、その後の件数の公開は控えたほうがよいと

思いました。 

（Ｈ委員） 

 この協議の場で教えていただけるのは、ありがたいなと思います。 

 子どもが応募した時、自分の出した名前が何件あるのかなと思ったりするのではないかなとも

考えたので、オープンにしてもいいのかなと。２～３件のものを選んだとしても、納得できるち

ゃんとした理由を説明できるのであれば、数の力は関係ないのかとも思いました。 

（議長） 

 選定の際の参考として協議の場でのみオープンにするか、すべてオープンにするか、２つの考

え方があったかと思いますが、社会科の教員としての立場で見たとき、民主主義ルールに則って

考えると、数というのは大きいものだと思います。しかし、少数意見でも尊重するという考えも

大事だと思います。 

蓋を開けてみないとわからない、予想のつかないところではあるのですが、真ん中の考えとい
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うことで、極端な例で一万件と１件であるなら、これは多い方がというのはありますが、ある程

度絞ったかたちで、校名候補を選定する際に応募数の多寡は影響しないというコンセプトを重視

するというところで、この総務部会においては数をオープンにする考えがいいかと思いますが、

いかがでしょうか。 

（Ｉ委員） 

 数については、１００件出た、２００件出た、どうやって出たのかなというその出方が気にな

ります。単純に今の校名を残したいからということで、みんなで声を掛け合って組織的に同じ校

名を応募するとか、そういう心配があります。例えば、オリンピックのキャラクターの名前を決

める際は、全国的に募集をかけているため母数が大きく、組織票があっても隠れていくのですが、

今回、市内外問わず公募をかけるということですが、応募数の８割９割はおそらくこの地域から

出されるのではないかと考えると、表現がよくないですが、地方の選挙と一緒で、母数が低けれ

ば低いほど、数の力に影響されやすいと思います。そういった心配がありますので、統合準備室

の協議の場では公表し、分析をしながら、皆さんと責任を持って選定していくうえでの判断材料

になるのかなと思います。ただ、数の出方、出し方がきちんと理解されていない方にとっては、

何でこんなに多く出たのに選ばれないんだろうと誤解されるのが怖いな、心配だなと思いました。 

（議長） 

 他にいかがでしょうか。 

（Ｊ委員） 

 市への不信感については、これから丁寧な説明をしながら対応をしていくべきだと考えます。

そういう意味で、校名の件数については、この総務部会で公表し、しっかりと揉むという過程が

大事かなと思いました。その中で、一般の方々に公開するかしないかは、部会の中でまた協議す

ればいいのかなと思いました。 

（Ｋ委員） 

件数を公表についてですが、公表するタイミングがわからないです。これから協議を行ってい
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くという段階で、いま応募件数の一覧としてはこんな感じですと公表するのか、それとも選定し

終わった後に実はこのくらいの件数でしたと公表するのか。 

個人的には、協議の場で先にオープンにして選定までして、その後、数があまりに違った場合

でも、それだけの説得力があるものであれば、一般に公表してもいいと思います。まずは、協議

の場ではオープンにして、その後に一般にも公表するか、また協議して決めればいいのかなと思

いました。 

ですので、募集要領の「選定方法及び発表」の「同一名称はすべて１つの案とします」という、

この部分を削除すれば、そんなに問題ないのかなと思います。 

（Ｃ委員） 

 私もこの場でオープンにしたほうがいいと思いますし、選定が終わってから、これだけ出てい

たんですよとオープンにしたほうがいいと思います。確かに、千件同じものが出ているのに何で

これを選んだのってなるかもしれないですが、それだけ我々が責任をもって決めていくんでしょ

ってことだと思うんです。責任を持って決めました、理由をちゃんと説明しますってなったとき

に、数を公表しなかったら、絶対にこの場から情報は漏れていきます。千、二千きたものを選ば

なかったことは内緒にしましょうねって、それは格好悪いです。このくらいの数ではあったけど、

我々が責任をもってこれこれこういう理由で決めたんだよってことを、きちんと子どもたちに責

任をもって説明してあげたほうが、これから学校に通う子どもたちのためにもいいのかなと思い

ました。ですから、校名をみんなで選定し終わってから、こんな意見もあったよというかたちで

出したほうがいいと思います。 

（Ａ委員） 

 正直、この部会だけで公表するのは意味がないと思います。それなら、公募というかたちでは

なく、ただアイデアを募集しますなどとして、あくまで決定権はこちらにあり、あくまで案をい

ただきますというようにすればいいだけの話だと思います。そのうえで、これだけの数がありま

した、こういう決定をしましたというのが出るのであれば公募でもいいということです。 
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要は、数について、教育委員会の方で不正はしてほしくないということです。 

 全部を公開してもらえれば、発表の時期はいつでもいいのかなと思います。とにかく市には不

信感しかないので、また隠しているのではないのかと思ってしまいます。説明会とかでも、いろ

いろ質問しても、市は答えてくれなかったので。いまどのくらい件数が集まっているのとか、全

部答えられるようにしてほしいです。 

（事務局） 

 しっかりとカウントして公表できるよう努めます。ただ、途中経過で、今この名前が何票あっ

てなどということについては厳しいので、その点は集計完了後ということでご理解いただきたい

と思います。 

（Ａ委員） 

 それは構いません。いつ公表できて、現在何をやっているのかを把握できるようにしていただ

ければ。 

（事務局） 

 それはできると思います。募集要領についても、期間をいついつまでとし、その間に校名案を

くださいとひとまず載せて出して、結果については追って準備室で話し合ってお知らせして、選

定方法についても後ほどお知らせしますとするのがいいのかなと、個人的には思いました。 

 これまでの事例を参考に、このように進めていくのがベターではないかというかたちで作り込

んだもので説明してしまいましたが、そこを含めて、皆さんで協議していただければと思います

し、改めて修正したものを郵送で送って、それを見ていただければと思います。 

校名決定までのスケジュールもあるので、それに合わせて進めていきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

（議長） 

 別紙２の「選定方法及び発表」の部分の欄自体を削除するということになりますか。 
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（事務局） 

 この場で選定方法が決まれば、そのまま残していいと思いますし、今日、この場で皆さんが協

議をして決めていただければと思います。 

（議長） 

 では、協議の柱３の（１）、校名候補の絞り込みについて、いかがでしょうか。 

先程多かった意見としては、この場ではそれぞれの応募件数を公表して、その後の公表について

は改めて協議していくというものだったと思います。あとは、募集要領の文言について修正した

ほうがいい部分などあれば、ということだったかと思います。 

（Ｃ委員） 

 募集要領は全然問題ないと思います。あとは、選定の手法についてのみ意見を出して、確認し

ていただければと思います。 

（事務局） 

 別紙２の募集要領の「選定方法及び発表」のところについてですが、「同一名称はすべて１つ

の案とします」の部分について残すか、削除するか確認をさせてください。 

（議長） 

 同一名称のところは残さないということでいいのではないかと思います。公表の部分は、どの

場でするかということですが、まずはこの場でして、あとは協議していくということだったかと

思います。 

（Ｂ委員） 

 募集っていう言い方ではなく、アイデアをくださいっていう表現の方が柔らかくて応募しやす

いと思います。募集という言い方をされると身構えてしまうので、アイデアをくださいという表

現のほうが、こういうアイデアがあったよということでもめると思います。 

（事務局） 

 本日はご用意しておりませんが、募集要項とは別に、表面に校名募集のわかりやすいポスター



26 

 

というかチラシを作成する予定です。 

（Ｂ委員） 

 できるのであれば、堅苦しいものではなく、もう少し若い世代の保護者に受け入れられるよう

な表現にしてください。 

（議長） 

 確認です。協議の柱の３（１）については、まずは準備室の協議の場において、選定の際の参

考として校名の件数を出していく、公明正大に進めていくというところでよろしいでしょうか。 

（Ｂ委員） 

 できれば件数の集計作業を一緒にやりたいのですが、可能でしょうか。市役所の方々も投票と

か一生懸命カウントしてくれていると思うのですが、あまり信用していないもので。 

（議長） 

 その作業については、市の方で行うものと考えますが。 

（Ｂ委員） 

 集計作業をしているところを見たいのですが。 

（事務局） 

 最後、集計したもの、提出されたものを確認していただけるということでしょうか。 

 ありがたい申し出ですが、逆にそこに関わったことで、今後、他の方から市と癒着しているの

ではないか等、言われてしまうことが申し訳ないですし懸念してしまいます。 

（議長） 

 委員の気持ちもわかりますが、公明正大にこの場でしっかりやっているということを確認でき

ればと思いますが、皆さんいかがでしょうか。 

（全体） 

 了承。 
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（Ａ委員） 

 選定方法のところですが、責任の所在を明確に掲載していただきたいです。統合準備室では選

定まで、決定は教育委員会ですよなど、文言についてはお任せします。 

（事務局） 

 「校名決定までの流れ」のフローチャートにも詳細が載っているので、それを別紙で付けても

いいかなと思いますし、表現などについては工夫できるかと思います。 

（議長） 

 次の会議で、その資料は出せますか。 

（事務局） 

 今日これまで出た意見をまとめさせていただき、これでいきますがよろしいでしょうかという

ことで、修正したものを皆さんに送付するということでよろしいでしょうか。 

（Ｈ委員） 

 別紙５「校名決定までの流れ」については、保護者にも知らせていただけるのでしょうか。 

（事務局） 

 体裁や表現の工夫をもう少ししたいと思いますが、お知らせすることは可能です。 

（Ｌ委員） 

 別紙２の募集要領の「同一名称はすべて１つの案とする」という表現が、配付資料の協議の柱

３（１）のところと違うので違和感を持ちました。協議の柱の方に書かれている表現だと誤解を

与えるのではないかなということで、ニュアンスの違いがあるのかなと思いました。 

（議長） 

 確かに言い回しが微妙に違うということで、募集要領に書かれている表現の方がすんなり入っ

てくるかと思います。 

（事務局） 

 別紙２の「選定方法および発表」の部分ですが、「応募数の多寡は、選定および決定に影響し
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ません」という部分については、そのままでよいしょうか。 

（議長） 

 今あった部分について、大事なコンセプトだと思います。いかがでしょうか。 

（Ｋ委員） 

 例えば「必ずしも応募数によって、決定に影響するものではありません」とか、そんな言い方 

がよろしいのではないかと考えます。 

（議長） 

 具体的な例が出ましたが、いかがでしょうか。その他、いかがでしょうか。 

（Ｂ委員） 

 この中に書いてあると埋もれてしまって、流して読んでしまうので、位置を変えたり、見えや

すいように工夫したりしてもらいたいと思います。 

（事務局） 

 確かに、このままだと文字数が多く、見づらい部分もあるかと思いますので、見せ方について

は検討していきたいと思います。 

（議長） 

 他にいかがでしょうか。 

（Ｂ委員） 

 今言わないといけないと思ったので、意見させていただきたいのですが、校歌についてです。

県のＰＴＡに行ったときにユゲタさんというシンガーソングライターの方がいて、全国の学校を

回って歌っている方がいまして、私の意見なのですが、こういった方もいるということで案をお

伝えさせていただきます。あと、スズキマサト先生とアサクラ先生いう方が昨年一昨年と、大和

田小学校の歌というものを作っています。結構いい歌詞なので、もし興味があればと思いコピー

をもらっていますので、今後決めていくうえでの参考までにしてもらえればと思い、お伝えした

く意見させてもらいました。 



29 

 

（議長） 

 他にいかがでしょうか。 

（Ｆ委員） 

 募集要領の確認ですが、協議の柱２（６）「どこまでを見据えて募集するのか」という部分に

ついて結論が出ていないと思うのですが、将来的な側面ということで、小中一貫のことが書いて

あります。ただ、募集要領を見ますと、小学校のことしか書いてないかと思います。 

 最終的に、ここで協議をして小中一貫を見据えた募集を出すのか、それとも小学校名の募集だ

けをするのか、どちらなのでしょうか。 

（事務局） 

 こちらとしては、大和田小と坂田小の新しい統合校の名前をまず募集するというふうに考えて

おります。その後、小中一貫教育をスタートする前に改めて校名を募集するかどうかについては、

今のところは考えておりません。ただ、最初にも言ったように、令和６年度に小中一貫が始まる

という情報は提示することで、小中一貫に伴う校名も応募されてくるかもしれません。 

もちろん、どのように、どこまで募集要領に盛り込むかなどについては、この場で協議してい

ただいて構わないかと思います。 

（議長） 

 募集要領にそのエッセンスを盛り込んでほしいということでしょうか。 

（Ｆ委員） 

 協議の柱２（６）がそうなっています。募集要領には小学校のことしか書いてないけどいいの

かなと思いました。 

（議長） 

 例えば、「長狭学園」とかそんな感じのことでしょうか。 

（Ｆ委員） 

 そうです。そこまで見据えて、例えば「丘の上学園」など考えてもいいのか等あるかと思うの
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で、この部分について確認したく意見しました。 

（議長） 

 他にいかがでしょうか。 

（事務局） 

 最初に、周西小・周西中の話もありましたが、小中一貫校としての校名を募集しますとなると

ハードルも上がって考えるのが難しいと思うのですが、小学校の名前を募集します、ただ小中一

貫校としても今後やっていくので、Ｃ委員がおっしゃったようなアイデアが出てきてもいいかな

と思っています。それが実現する・しないは別として、小中一貫○○学園など小中一貫イメージ

を強くしたいというアイデアもありだと思うので、また、この中で協議していけばいいのかなと

思います。 

（議長） 

 それでは、それを反映できるように事務局お願いします。 

 他にいかがでしょうか。 

（Ｈ委員） 

 募集要領の「応募箱設置場所」のところですが、ここに掲載されている私立幼稚園については

募集してもあまり出ないかなと思います。実際、この学区の子どもがその幼稚園に多く在籍して

いるわけではないので、地域の中で保護者の方々へ募集する方がよいかなと思いました。 

（事務局） 

 今後、自治会回覧でも準備室だよりや募集要領などの周知をしていきたいと思います。 

（Ｈ委員） 

 社宅ですと、回覧で手元に来るのが１か月とかかかるので、それでは間に合わないこともあり、

応募したかったのにと言う方も中にはいるかと思いますので、その辺配慮してもらえればと思い

ます。 
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（議長） 

 あらゆる方向で周知について工夫や配慮をし、ＰＲしてもらえるようお願いしたいと思います。 

（Ａ委員） 

 募集要領がごちゃごちゃしているように思います。もっとシンプルでいいのかなと。応募箱も 

公民館、中央図書館と学校再編推進課だけでいいと思います。学校や園などについては、そこで

出してもらえばいい話ですから、わざわざ載せる必要ないかなと思います。応募条件も同様に、

こんなにいっぱい載せる必要はないのではないかなと、みんなに嫌がられないものとか、既存の

ものを除くとか、それだけでいいような気がします。応募の考え方が少しずれているような気が

します。先程も言ったように、みんなから嫌がられない名前であれば何でもいいと思います。子

どもたちは名前で選んで学校に来ているわけではなく、そこで楽しい思い出や学んだ思い出があ

るから、この学校良かった、この学校が好きとなるだけの話なので、そもそも応募の考え方が違

っているような気がします。 

（事務局） 

 応募箱の設置場所については配慮したいと思いますし、今日ここで出た意見について全て反映

できるというわけではありませんが、見せ方や体裁など改めて工夫していきたいと思います。そ

れと、応募条件を載せたのは、選定の際に一つの基準があったほうがいいと思い、載せたという

ことをご理解いただければと思います。なお、保護者や児童生徒には、学校を通じて配付する予

定で考えております。 

（議長） 

 次に、今後のスケジュールについて、事務局の説明を求めます。 

（事務局） 

 スケジュールについては、冒頭でも説明したのと、あとはお読みいただき、何かご意見があれ

ばと思っていますので、ここでのスケジュールの説明については割愛をさせていただきます。 
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（議長） 

 それでは、その他何かありますか。 

（事務局） 

 最後になりますが、今日の協議については、これまでの事例をもとにあくまで叩き台として提

示したわけですが、こちらもまだまだ気付かない部分が多々ありますので、そう言った意味では

総務部会で協議することの意義が大きいのかなと改めて思いました。ありがとうございました。 

なお、確認ですが、今日の総務部会でこれまで出た意見について改めて整理・精査をし、募集

要領については修正を加えたいと思います。そして、また今日のように集まるとなると大変かと

思いますので、郵送等で修正版を送り、書面にて皆さんにご確認いただき、何かあれば各校にお

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。 

併せて、極力オープンにというお話がありましたので、今日の協議で出た意見などを周知でき

るよう統合準備室だより等でお知らせしてまいります。 

（Ｃ委員） 

 私たちも、地域と密接に関わる機会が多い中で、地域の方々からも、統合した後の大和田小の

跡地について、よく質問されます。なので、地域の方々にもお伝えする意味でも、少しずつでい

いので、そうした情報を提供していただけるとありがたいです。 

（Ｂ委員） 

 あと、体育館開放や学童保育についても保護者が心配していますので、そこらへんもしっかり

やっていただいて情報があれば随時教えていただきたいと思います。 

（議長） 

ご意見、ご要望として受けたいと思います。 

本日の議題はすべて終わりました。時間も押してしまいましたが、様々なご意見ありがとうご

ざいました。このように、腹を割って話し合うことも大事ですし、みんなの思いはただ一つです。

子どもたちのために、よりいい学校を作りたいという一心だと思いますので、今後ともよろしく
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お願いいたします。 

 それでは、これにて議長の任を解かせていただきます。 

５ 連  絡                            

（事務局） 

 室長、どうもありがとうございました。また、委員の皆様、慎重審議のほど、ありがとうござ

いました。事務局のほうも、誠実に進めていきたいと思います。では、連絡に移ります。 

（１）「統合準備室だより」について 

 お手元に、第１次実施プログラムの対象である小糸・清和地区、小櫃・上総地区の統合準備室

だよりがあるかと思います。こちらは、準備室での会議の様子や子どもたちの交流の様子など、

統合に向けた情報を保護者や地域の方々にお知らせするものになります。自治会回覧や市のホー

ムページでの掲載などを活用して広報していくことになります。今回の様子も掲載させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。なお、本日ご提出していただく確認票にもあるとおり、

便り等で写真を使用することに不都合がある場合は、後日でもよいので連絡をいただければと思

います。 

 以上になります。事務局、他にありますか。委員の皆様からは何かありますか。 

（全体） 

 なし。 

６ 閉会のことば                            

（進行） 

以上を持ちまして、大和田小・坂田小統合準備室第１回全体会及び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。 


