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小糸・清和地区統合準備室 第１回総務部会 会議録（概要） 

 

日 時：平成２９年６月１２日（月） 午後７時０５分～午後８時３０分 

場 所：君津市立清和中学校 会議室 

 

【進行】 

只今より、小糸・清和地区統合準備室 第１回総務部会を開会いたします。 

  開会にあたり、会場校である清和中学校 石井校長よりご挨拶申し上げます。 

 

【会場校校長 挨拶】 

  清和中学校 石井校長 挨拶 

 

【進行】 

ありがとうございました。それでは、本日の議題に移ります。 

議長は、前回同様、小糸中学校長の宮﨑室長にお願いしたいと思います。 

それでは、議題の進行を宮﨑室長、よろしくお願いします。 

        

【議長】 

それでは、只今より本日の議事に移ります。  

はじめに、「校名候補の選定方法について」事務局の説明を求めます。 

 

【植田主査】 

それでは、本日の主たる議題であります「校名候補の選定方法について」説明  

させていただきます。 



2 

 

  

  まず、校名について話し合いを進めていく前提として、確認をさせていただき

ます。 

  これまで地区説明会等で説明をしてきましたが、今回の再編における統合です

が、これまでの「吸収合併」という考え方ではありません。各学校や地域がこれ

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

作り上げるというものです。この前提に基づいて、新たな学校づくりの一歩とし

て、前向きで建設的なご意見をお願いします。 

 

校名の方向性として、まず、「子どもたちの視点」から考えますと、 

・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 

（地域でも新たな学校に夢や愛着を持つことができる） 

 ・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。 

 

本日資料として、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覧いただくとよくわかると思いますが、寺子屋のよう

な小規模のかたちから始まり、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。 
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それでは、校名の選定方法について、先進事例等の調査も踏まえ２つのパター 

ンを考えましたので、説明をさせていただきます。 

 

Ａ案として、この総務部会が主導するかたちで行うもの、 

Ｂ案としては、保護者、地域などにアンケートをとって、それをもとに行うも 

の、この２つです。 

 

Ａ案は、この総務部会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、児童生徒等へアンケートで校名を広く募集し、 

それ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、 

 ・Ｂ案に比べると、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。 

  ・また、候補がある程度絞られているので、集約などにおいて効率的に進める 

ことができます。 

一方で、 

  ・子どもたちの夢や思いなどを反映させることができるか、 

  ・また、このメンバーの中で候補を考えるのに時間がかかるのと、候補が少な
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いことが想定されます。 

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、誇りや希望を持つことにつなが

りやすいと考えます。 

一方で、 

 ・アンケートによる候補の数が多く、集約と絞込みが難しくなること。 

 ・また、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、あがってき

てみないとわからない。 

ということが考えられます。 

 

どちらもアンケートという手法を用いて、地域や保護者、児童生徒の思いを吸

い上げたいと考えますが、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。 

 

次にアンケートについても、検討しなければならない要素があります。 

まず、誰にアンケートをとるのかということです。 

保護者、地域関係者、児童生徒、ここまでは想定できるのですが、 

・小学校にこれからあがる幼児を入れるのか。これからその学校の児童になると

いうことで学校への愛着という面で効果があると思いますが、何歳から対象に

するのか。 

・また、これまでの思いという部分を拾いあげることを考えると卒業生が考えら

れます。現在、地域に在住の方はカバーできますが、学生で下宿していたり、

現在は小糸・清和地区以外の市内もしくは市外で生活したりしている方々もい
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ると思います。そうなると、市内全域から取るのか、市外の方々からも取るの

か。 

 

次に募集の方法をどうするか。 

 ・保護者や児童生徒は学校からの通知と回収でよいかと思いますが、 

 ・地域の方々には自治会回覧などで周知して、公民館でボックスなどを設置して 

回収するなどできるかと 

 ・市内、市外となるとホームページで周知して、メールやＦＡＸという方法にな 

るかと思います。 

 募集の対象者によって方法を変える必要があります。 

 

そして、重要なこととして、絞り込みの基準です。   

  本日の資料に、募集要領の原案を載せてありますが、 

・地域の自然条件や歴史・文化にちなんだ名称 

・児童・生徒や住民等の理想や願いにちなんだ名称 

・新しい中学校としてふさわしい名称 

 というような、基準を設け、募集する場合にはその名称を選んだ理由を添えても 

らうことは、絞り込みを行う上で重要だと思います。 

  

そして、アンケートの応募の数で決定しない方がよいと考えています。 

これは、アンケートの応募数が多いものが決定基準となると、数の多さに大きく 

左右されてしまうことがあります。 

・同じ名称は、何件あっても１つとする。 

 ・数が多いものを決定するのではない。 
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 ・その名称を選んだ理由を加味して判断をする。 

 ・１点１点の応募数は公表しない。 

ということがよりよいと考えます。 

 

また、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検討する 

必要があると思います。 

採用された方は、特に子どもたちの場合、新たな学校に誇りなどを持つことに

つながると思いますが、個人名が公表されることについて、プライバシーなどの

面に配慮も必要かと思います。 

  

以上が、校名の選考方法についての説明を終わります。 

皆様の忌憚のない意見を出し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。 

 

【議長】 

では、今の説明によりますと、まず選定方法について、Ａ案とＢ案が出ました

けども、Ａが総務部会主導型、Ｂが公募型、あるいは、それ以外にもいい方法が

あるかもしれませんが、まずそこを決めてからそれぞれの具体的な項目に移って

いきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

それでは、Ａの総務部会主導型、Ｂの公募型、これについて質問等ある方はい 

らっしゃいますか。 

 

【Ａ氏】 

  いずれかで選ぶということですよね。選考の方法ということですけれども、先
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ほど、総務部会主導型ということでメリット・デメリットありましたけども、ご

く一部の人にならざるをえない気もするわけですが、今回の場合は地域一体とし

て進める、進めていることについて周知を図るという意味では、Ｂの公募型が一

番いいのではないかと思います。特に、募集要領の案にも書いてありますが、統

合の機運を高めるという目的が書いてありますのでＢがいいかと思います。 

 

【議長】 

只今のご意見は、Ｂ案がいいのではないかというものでした。他の方はいかが

でしょうか 

 

【Ｂ氏】 

私も公募型に賛成です。公募したものと、総務部会主導型のものと、両方をテ 

ーブルに出して、併用で進めたらどうでしょうか。 

 

【議長】 

  Ａ案とＢ案の両方で進めるということですね。他いかがでしょうか。 

 

【Ａ氏】 

  公募型で数点に絞り込んだ後に、それを再度ＰＴＡや自治会にこれでいいか、

投げかけてアンケートをとったらいかがでしょうか。 

 

【Ｃ氏】 

  いまの件で、確認事項として、いつまでに決定するのかというのがあると思い

ます。公募して、返ってきたものを絞り込んで集約したものを、もう一度投げて
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となると、すごく時間がかかると思うんです。事務局のほうで、議題２の資料で

今後のスケジュールが記載してありますが、いつまでこれをやりたいというのが

あると思うのですが（後ろにも資料としてありますけども）、これは動かせない

のでしょうか。それだけ確認させてください。 

 

【植田主査】 

  資料でスケジュールは出させて頂いているのですが、必ずしもこのとおりにや

らなくてはならないというわけではないので、皆さんの意見によって前後するこ

とはあろうかと思います。ただし、学校の名称というのは、これから施設改修等

を実施していく中で関わってくるものがあるので、目処として今回のようなスケ

ジュールを出させてもらっています。 

 

【Ｃ氏】 

  私は先ほどの意見（公募型で数点に絞り込んだ後に、それを再度ＰＴＡや自治

会にこれでいいか、投げかけてアンケートをとること）には反対で、このように

していくと、何度もアンケートをやることになってしまう上、最終的に多数決に

せざるをえない状況になり、数が多いのに採用しないとなると説明が難しいこと

が懸念されます。（最初から票数の多いものを採用するなら話は別だが） 

 

【議長】 

  一つ一つの校名案の応募数は公表しないとしていますが、そういうことが懸念 

されるということですね。 

  総務部会主導型か公募型かということですが、アンケートは両方やる機会は設 

けられていますので、要はアンケートをとるか、とらないかという点が議題かと 
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思います。 

総務部会主導型がよいという方はいらっしゃいますか。 

 

【Ｄ氏】 

  統合というのは新しい学校が作られるものなので、白紙から始まるものだと思 

います。ですから、期間をあまり長くとらないで、広く募集したものと、総務部 

会の方たちが自分でこういう学校がいいと考えてきたものを合わせて、その中か 

ら絞って進めていくほうがよいかと思います。期限を決めてやらないと、きりが 

ないと思います。仮に、考えてきた人が自分の案に採用されなくても、自分で考 

えたんだという思いは持てる。自治会回覧や学校便り等で周知してもらえるので 

よいかと思います。 

 

  今回の統合にあたって、小糸地区の方々がとても温かく受け入れて頂いて、本 

来ならば吸収合併的なものが多く出てくるかと思っていたが、こうして白紙から 

進めるというかたちになっている。やはり小糸中も清和中もなくなってしまうの 

で、新たな出発をするということで地域の人たちも思いが反映させるものになっ 

てくれればと思います。 

 

【学校再編推進課長】 

  そもそも学校再編の理念がありまして、吸収合併ではなく、お互いの学校が対 

等の立場でやりましょうというコンセプトのもと進めているものです。ただ、あ 

る程度、多数決といいますか、数というものも必要になってきますが、もともと 

こちらの方が人数は多いので、これにしましょうという考えはなくしていきたい 

と思います。 
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【議長】 

  それでは、だいぶ意見が出ましたけれども、公募型ということで進めてよろし 

いでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

【議長】 

  では、公募型で進めていきたいと思います。 

 

【植田主査】 

  確認ですが、総務部会主導型と併用という話がありましたが、ここにいるみな 

さんにも一緒に考えていただくと併用型になるかと思いますが、それでよろしい 

ですか。白紙からということでしたので、最初に校名案をこちらで提示してしま 

うとイメージが付いてしまうかと思うのですが、その点はいかがですか。 

 

【議長】 

  まずアンケートをとるということでよろしいですね。 

 

（異議なし） 

 

【議長】 

  では、続いて公募の対象範囲ですが、何かご意見がありますか。 

 既に地域には居住していない方もいるかと思いますが、卒業生はどうしますか。 
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【Ａ氏】 

  当然、卒業生も入れてほしい。 

 

【Ｄ氏】 

  地域に情報を流せば、卒業後に引っ越したとしても、保護者や地域の方にそう 

いう情報を教えてあげてくださいと一言文言を添えれば、問題ないかと思います。 

 

【Ｅ氏】 

  市民向けに広報で情報を知らせているので、地域も保護者も卒業生もすべて入 

るから問題ないと思います。 

 

【Ｄ氏】 

  君津市内なら問題ないが、君津市外にいる卒業生をどこまでカバーするかとい 

うことです。 

 

【議長】 

  卒業生の件については、君津市以外の方がいたらお知らせくださいという文言 

を添えてカバーするということでよろしいでしょうか。 

  小糸・清和地区以外の方まで広げて知らせるかどうかということですが、いか 

がでしょうか。 

 

【Ｅ氏】 

 他市の先進事例はいかがですか。 
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【植田主査】 

統合対象地区のみのパターンと制限を設けず市内外問わないパターンと半々 

です。 

 

【Ｆ氏】 

  市の広報と自治会の回覧でまわして広く募集するのがよいかと思います。 

 

【Ｇ氏】 

  卒業生については、何年度卒の誰々と記入してもらえばよいのではないでしょ 

うか。結局のところ、興味のある人しか応募しないと思います。 

 

【Ｄ氏】 

  誰に出してもらってもいいかと思います。大事なのは、誰が考えても、どれに 

するかを考えることだと思います。 

 

【Ａ氏】 

  選定基準も設けられているので、それにそぐわないものは除けばよいのではな 

いでしょうか。 

 

【議長】 

  応募用紙に、氏名、住所を記入してもらうというかたちでよいですね。 

  応募は１人１つですか。 
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【植田主査】 

  校名が違えば１人でいくつ出してもらってもかまわないと考えております。 

 

【議長】 

  絞り込みの基準ですが、数の多さは選定に影響しないということですね。採用 

者の公表もしない。採用に決まった校名を応募した人が何十人もいたら大変かと 

思いますので、基本的には公表しないということです。 

  選定方法について、他に何かありますか。 

 

（意見なし） 

 

【議長】 

 無いようですので、次の議題２今後のスケジュールについてお願いします。 

  

【金綱主事】 

  今後のスケジュールについて学校再編推進課の金綱から説明させていただき 

ます。 

議題１校名候補の選定方法について、本日皆様に議論していただいた結果に沿 

って、今後のスケジュールを説明させていただきます。 

本日、決定いたしました内容に沿って、６月中に運営部のほうで統合準備室だ 

よりを想定しておりますが、応募チラシを作成いたします。 

また、７月初旬にかけて、統合準備室だよりを発行致したいと考えております。 

募集期間については、自治会回覧がまわる期間も考慮すると、自治会回覧が７月 

６日ですので、一定期間設ける必要があるかと思います。 
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また、広報きみつが７月号の掲載は間に合いませんので、８月号掲載を考える 

と、期限は８月中旬くらいで考えたいと思います。 

その後、８月下旬に運営部で集計・取りまとめをさせていただきまして、改め 

て皆様にご参会いただき、候補の中から２～３点に絞り込みを実施していただき、 

その後、運営部において候補を１点に絞ります。 

その後、９月に教育員会会議、１２月に君津市市議会に上程したいと考えてお 

ります。 

また、総務部会の１０月以降のスケジュールにつきましては、校歌・校章を本日、 

議題１の校名の選定方法についてご検討いただいたような形でご審議いただけ 

ればと考えております。 

 

校歌・校章について、千葉県内の自治体に聞き取りを実施したところ、学校に 

より統合校の開校時点で校歌・校章を決めていない事例が多くありました。そう

いったことを踏まえ、そもそもいつ作るかといった点からご審議いただければと

考えております。その結果により、スケジュール間が変わってまいりますので、

どういった点をご審議いただくかの紹介を簡単にさせていただきます。 

 

まず、「いつ作るか」ですが、開校前に作ることのメリットとしては、校歌は始

業式や入学式の時点で歌えること、校章については、制服や体操服、生徒手帳等

に校章をロゴ等で入れる場合、また、校旗や一文字幕なども開校時から揃えよう

と思うと必要になってきます。 

開校後に決定となると始業式や入学式で校歌が無い寂しさや制服等に校章が入

れられないというデメリットはありますが、県内自治体に聞き取ったところ、学

校主体で児童生徒と決めていくことにより、「愛着が湧く」ということや、校歌・
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校章を作るということは中々体験できることでもないので、「統合校にしかできな

い体験が出来る」というメリットがあるとのことでした。 

また校歌を開校前に作る場合、こういう学校であってほしいという想いが込め 

られるものと思いますが、統合後に作る場合は、実際に統合した後の学校の雰囲 

気にあった校歌にしているようです。 

 

次に校歌について「誰が作るか」「どうやって作るか」という点ですが、「作曲 

家や地元の音楽教室に委託」、また、「地域や児童生徒に作詞を公募」、「作詞まで 

は難しいのでフレーズを公募し、作曲家に可能な限りこういったフレーズを入れ 

て欲しいという要望を沿えて委託する」という事例もありました。 

 

校章については、「公募」や「統合後に学校主体で児童生徒が考え、決定して 

いくこと」、「既存校舎の校章を活用」、「総務部会等で素案を作成する」といった 

事例がありました。 

県内自治体の聞き取りによると、児童生徒や地域の方々の公募ですとフリーハ 

ンドで応募してくるのが大半であるので、ある程度候補を絞った後、体裁やデザ

イン補正を委託、また、自治体によっては、商標調査を委託で実施している自治

体もありました。 

既存校舎の校章活用については、統合小学校を既存中学校敷地内に建てた自治 

体で、中学校の校章の「中」の字を「小」に変更して小学校の校章にした事例が 

ありました。 

 

また、本市でいうところの総務部会で素案を作成したという事例もありました 

ので紹介させていただきます。 
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先ほどと繰り返しになりますが、このようなことを踏まえ、１０月以降に校 

歌・校章について、ご審議いただきたいと考えております。 

 

【議長】 

  それでは、今後のスケジュールについて説明がありましたが、何かご不明な点 

 などあればお願いします。 

 

【Ａ氏】 

  １２月の議会にあげるのが最終ですか。 

 

【学校再編推進課長】 

  最終ではなく、最短のスケジュールです。ただ、あまり遅くなっても補助金等 

 の関連もありますので、まず校名は決めておきたいと考えております。 

 

【Ａ氏】 

  校章も校歌もすべて決めてから開校という認識を持っていたので、こういう事 

例もあるのだなあと思いました。 

 

【Ｄ氏】 

  清和中学校が統合した当時はまだ校歌がなかったと思います。だから、入学式 

のときは歌わなかったかと、はっきりではありませんがそう記憶しています。 

 

【植田主査】 

  校章とか校歌は、学校教育目標が決まってから決めるとかいろいろあります。 
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 木更津市の真舟小学校が最近一番新しくできたので、その事例を聞いたところ、 

始業式の日は大変だったと聞いています。また、次の日が入学式ということで猛 

練習したとのことでした。 

 

【議長】 

  他にスケジュールについて質問等、何かありますか。 

 

【Ａ氏】 

  校名の募集期間については、１ヶ月間ぐらいか。 

 

【金綱主事】 

  回覧だけなら７月中に２週間程度を想定していたが、広報きみつ８月号で募集 

を考えると、８月上旬から２週間くらい見ないといけないかと思いますので、８ 

月中旬ぐらいまでの募集期間とする予定で考えています。回覧がまわるのは、７ 

月中旬ぐらいなので、締め切りまで１ヶ月ぐらいの期間になるかと思います。 

 

【植田主査】 

  募集期間は全部同じにして、こういうことをやりますよというお知らせは先に 

回覧で地域の方にまわすので、早めにじっくり考えられるかと思います。 

 

【Ｈ氏】 

 確認ですが、３校一斉に校名を考えるということですか。 
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【植田主査】 

  はい。一斉に実施する予定です。 

 また、先に中学校だけ決まってしまうと、後々、小学校の校名を決めるうえで、

少なからず影響が出てくる可能性があるかと考えております。 

 

【Ｈ氏】 

  今回の校名の選定方法は、清和・小糸地区だけではなく、将来的には他でも同 

じようにやっていくのでしょうか。 

 

【学校再編推進課長】 

  それぞれの地域性もありますので、この方法がスタンダードということでは 

 ありません。 

 

【議長】 

  他に何かありますか。 

 

【金綱主事】 

  確認ですが、自治会回覧については、範囲は市内全域に出すか、小糸・清和地 

区のみでいいか、どちらがいいでしょうか。 

 

【Ｄ氏】 

他の地域は広報やＨＰがあるので、小糸・清和地区だけでよい。 

 

（委員、賛成） 
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【植田主査】 

  運営部の方で、募集要領や応募用紙などを今日の会を受けて、文言を精査して 

作成させていただきたいと思います。 

 

【Ａ氏】 

  著作権についてはどうなっているのでしょうか。 

 

【学校再編推進課長】 

  著作権や著作者人格権について行使しないといった文言は入れる予定でおり 

ます。 

 

【Ｃ氏】 

  公募ではないので、公募という表現ではなく、アンケートという表現でいいの 

ではないでしょうか。 

 

【議長】 

その他に何かありますか。 

無いようですので、本日の議題については以上となりますが、「その他」につい

て事務局から何かありますか。 

 

【事務局】 

   ありません。 
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【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。 

 

【進行】 

   ありがとうございました。 

第２回目の総務部会の開催日時についてですが、追ってご連絡いたします。 

内容については、募集であがってきた校名案から校名候補についての協議を行 

い、絞り込みを行いたいと思います。 

   ここにお集まりの皆様も、応募者の一人として、思いのこもった校名やアイ 

デアに期待したいと思います。 

   準備室全体として、次は通学部会を開催する予定です。現在、バス業者との 

調整を図っておりますので、それを受けて提案の準備が整いましたら、日程を 

決定し連絡いたします。 

   なお、本日「統合準備室だより」を配布させていただきました。内容のほう 

をご確認ください。なお、保護者、地域関係者の周知の方法については、この 

後、学校と協議を行います。市のホームページには掲載しておりますことを申 

し添えます。 

その他、何か連絡ございますでしょうか。 

 

【Ａ氏】 

  資料ですが、事前配布されているので、修正が何もなければ印刷する必要はな 

いかと思います。 
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【進行】 

  ありがとうございます。 

  他よろしいでしょうか。また何かありましたら、この後個別に伺いたいと思い 

ます。 

それでは、以上をもちまして、第１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。 


