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１．会 議 名  第４回睦沢町立小学校再編準備協議会  

２．開催日時  平成２９年 ３月１４日（火） 

 開会 １８時  閉会 ２０時３５分 

３．開催場所  睦沢町立中央公民館 会議室 

４．出 席 者 【委  員】 ２１名 

若菜俊孝（委員長）、中村 勇（副委員長）、 

飯島秀和、宮﨑弘誠、山根茂夫、小倉 誠、村杉文俊、 

江沢正則、塚本克彦、石井 實、矢部 進、須賀 寿、 

積田裕子、阿部倉光宏、熊切彰男、田邉佳之、伊原貞明、 

上田雄二郎、久保田洋之、長谷茂子、河野義惠 

       【事 務 局】 ６名 

        今井富雄（教育長）、白井住三子（教育課長）、吉野清久（指導主事）、 

        田口佳子（副課長）、小髙俊一（主査）、中村正典（副主査） 

欠 席 者 【委  員】３名 

        石井与暁、久我將行、小髙利雄 

５．傍 聴 者  ０名 

６．次  第  

        １ 開  会 

        ２ あいさつ 

        ３ 事務局報告 

         （１）土睦小学校校舎等改修工事の概要について 

         （２）学用品（通学帽子）について 

        ４ 専門部会報告 

           総務部会 

           教育振興部会 

           学校づくり部会 
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        ５ 案  件 

         （１）専門部会報告について 

           ・校章の選定について 

           ・校歌の歌詞の選定について 

         （２）学用品（通学帽子）について 

         （３）報告書（第２回）について 

         （４）その他 

        ６ そ の 他 

        ７ 閉  会 
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【 １８時 開会 】 

 白井課長 （配布資料の確認、欠席委員の報告、会議が成立した旨の報告） 

それでは、只今より、第４回睦沢町立小学校再編準備協議会を開会いたし

ます。 

進行は、教育委員会教育課 白井が務めさせていただきます。 

始めに、今井教育長からご挨拶をさせていただきます。 

 今井教育長 こんばんは、遅い時間にお集まりいただきありがとうございます。 

      第４回睦沢町立小学校再編準備協議会の開催にあたり一言ご挨拶を申し

上げさせていただきます。 

      第３回の協議会が１１月１５日開催され、それ以降に各部会で協議した内

容の報告の後に、教育委員会に提出する報告書についてご協議をお願いしま

す。今回の報告書では、睦沢小学校をイメージする上で重要な内容でござい

ますので、ご協議をよろしくお願いします。簡単でございますが、挨拶とさ

せていただきます。 

 白井課長 続きまして、若菜委員長ご挨拶をお願いします。 

 若菜委員長 こんばんは、今回が４回目の協議会ですが、それぞれが忙しい中、専門

部会において検討いただきありがとうございます。本日、配布いたしました

資料みますと再編に向けて進んできていると思います。子供たちとって良い

学校をお願いします。本日も議論をしていただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

 白井課長 ありがとうございました。 

      それでは、次第の３番目の事務局報告に移らせていただきます。私の方か

ら報告させていただきます。（１）土睦小学校校舎等改修工事の概要につい

てでございます。平成３０年４月の開校に向けまして、現在の土睦小学校の

校舎等を改修する平成２９年度の予算で予定しています概要について説明

させていただきます。工事でございますけれども、６４，０９２千円を予定

しております。また、校舎等改修工事管理業務委託といたしまして、    

３，３３３千円を予定し、あわせて６７，４２５千円となります。これらの

主な財源ですが、教育施設整備基金を利用いたします。工事の主な内容につ

きまして、校舎ですが、教室の改修が１５教室となります。これは、１年生
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から６年生までの２教室と特別支援学級の２教室とイングリッシュルーム

になります。保健室、特別教室につきましては、図工室、理科室、図書室、

ＰＣ教室、ことばの教室になります。そして、保健室脇のトイレの増設、そ

の他に劣化した建具交換、戸車調整を予定しています。また、地震対策とし

て、各教室の上部にあります欄間ガラスに飛散防止のフィルムを貼付いたし

ます。そして、体育館の改修になりますが、全体の補強工事、アリーナ照明

交換、バスケットゴール撤去新設、天井断熱材撤去、暗幕撤去新設を予定し

ています。工期については、７月から１１月を予定していますが、授業に支

障がない夏季休業中を中心に工事を行ないます。また、トイレ改修工事につ

きましては、３月補正予算に計上させていただきましたが、実際には繰越を

いたしまして６月の完了を予定しています。そして、付随するものといたし

まして、エアコンの設置を普通教室の１５教室と特別教室１室２台で合計 

１７台を予定しています。設置するエアコンは省エネタイプのものでリース

をいたします。工事費以外にキュービクルの改修、設計も含まれています。

全体といたしましては、小学校の再編準備協議会からの報告書の内容を尊重

いたしまして、建物の外装よりも子供たちが長く過す教室棟を中心とした学

習環境の整備と安全面を重視した工事内容となっております。以上で概要と

なります。次ページに再編関係予算スケジュール（案）を掲載させていただ

きましたので、後程、ご覧いただきたいと思います。 

      続きまして、（２）学用品（通学帽子）についてですが、この件につきま

しては、第１回の再編準備協議会からの報告書におきまして、安全帽子は黄

色で男子は野球帽型で女子は丸つば型の標準的なデザインとするという内

容でございましたが、その後の教育委員会議で土睦小学校の女子の帽子の形

について、これまでの選定した経緯から残す方向で検討を願いたいとの意見

がございました。これにつきましては、本日の案件で協議をお願いしたいと

思います。以上でございます。 

      それでは、次第４番と５番につきましては、協議会設置要綱第５条第１項

の規定により、若菜委員長に議長そして進行をお願いいたします。よろしく

お願いいたします。 

 若菜委員長 それでは、次第に沿って進めさせていただきます。４番目の各専門部会
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からの報告をお願いいたします。 

      それでは、最初に総務部会からの報告をお願いします。 

 伊原部会長 それでは、資料により報告させていただきます。２月１５日に第５回専

門部会を開催いたしまして、校章、校歌、通学方法を中心に協議を行いまし

た。協議項目第４号校章についてですが、応募作品が８点ありました。その

中で、総務部会員の全体で選んだものに、全体でひと工夫してもらいたいと

のことで、梅の花を少し小さく、稲穂を上までもっていったものを検討いた

だけないかとのことで１２ページの案となりました。カラー①、②の最終決

定につきましては、協議会に提出して皆様で協議をしていただきたいとのこ

とで専門部会は終了しています。次に協議項目第５号校歌についてですが、

応募作品が２０点ありました。作者を隠し、総務部会員で４段階にて評価を

していただきました。そして、上位２作品が⑧と⑯でございます。これを有

識者として作曲家からの意見と国語科教員、音楽科教員のコメントをいただ

いたおり、⑧か⑯を協議会で選考していただきたいということでございます。

それから、協議項目第８号通学方法についてでございますが、ガイドライン

を取りまとめたところでございます。内容については、後程、事務局より説

明があると思います。次に、協議項目第９号スクールバスの運行についてス

クールバス２台により運行することになり、具体的にはこれから進めていく

ことになろうかと思います。以上でございます。 

 若菜委員長 ありがとうございました。今、部会長から報告がありました内容で質問

がある委員の方はお願いします。 

      特にないようですので、教育振興部会からの報告をお願いします。 

 上田部会長 協議項目第１１号事前交流ですが、２８年度も実施しておりましたが、

２９年度は、校外学習に加えて、いくつかの教科においても合同学習を実施

してもらいたいと思います。 

      １点確認がございます。教材備品としまして、教職員により教材備品を整

理するとあります。平成２９年９月までに夏季休業等を利用し、教職員によ

り授業等で使用する教材備品を整理して頂きたいとありますが、この計画は、

事務局の方で作成することでよろしいのでしょうか。以上です。 

 若菜委員長 事務局お願いします。 
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 小高主査  協議会からの報告に基づき、小学校教職員と教育課職員により、チーム

編成を組みまして進めてまいります。 

 若菜委員長 他にございますか。特にないようですので、次に進みます。学校づくり

部会からの報告をお願いします。 

 久保田部会長 学校づくり部会から報告いたします。１０月７日に第４回専門部会を

開催し、協議項目第１号学校づくりについてですが、コミュニティ・スクー

ルを導入することで進めることになりましたので、準備委員会を設置し検討

することに決まりました。広く保護者や地域住民が参画できる仕組みとする

ために、事業計画（案）を策定したしましたので、１年間かけて３０年４月

に円滑にスタートできるように進めていただきたいです。続きまして、協議

項目第２号学習支援についてですが、コミュニティ・スクール準備委員会で

検討してもらう形でお願いします。また、会議の中で準備委員会の委員選定

で議論があり、企業や青少年相談員からも設置準備委員会へ選出してもらい

たいとの意見がありました。それから、各団体の長、あて職で選出いたしま

すとダブルブッキングにより会議に出席できないこともございますので、会

長の職にあるものとの定めは避けていただきたいと意見がありました。以上

でございます。 

 若菜委員長 ありがとうございました。只今、部会長から報告がありました内容で質

問がある委員の方はお願いします。 

      特にないようですので、５番の案件に入ります。総務部会からの報告があ

りましたが、校章及び校歌について全員でその内容について協議してもらい

たいとのことで皆様の意見をお伺いしたいと思います。 

 小髙主査 （１）専門部会報告について説明させていただきます。校章、校歌の歌詞

について公募いたしました。校章は、町内在住者や本町の学校を卒業した者

等の本町にゆかりのある方を対象として公募を行ない応募作品が８点あり、

総務部会で②の作品を選定いたしました。この図案の説明でございますけれ

ども、梅をベースに輝く未来をおしべで表現。瑞沢・土睦小学校章共通デザ

インの稲を受け継ぎ、下部にペンを配置。中学校の校章はペンが２本あるの

で、繋がりを持たせると同時に、進学した際に成長を感じられる様にしまし

たとあります。これを基に総務部会で意見を頂き、応募者に連絡を取り校章
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修正データということで提案を頂きました。当初は、色の提案もございませ

んでしたので、色の提案もお願いをいたしましてカラー案①、カラー案②の

提案を頂きました。また、デザイン解説として、６枚の葉は、６歳までの成

長を、６本の稲穂は小学１年生からさらに実りある６年生を表します。との

内容で提案をいただいております。カラー案①、カラー案②と作成いただき

ましたので、皆様方で意見を交わして決めていただければと思います。よろ

しくお願いします。 

 若菜委員長 説明が終りましたので、皆様の意見をお伺いいたします。意見のある方

はお願いします。 

 村杉委員 農家の目から見ますと、全体としては、小学校らしいやわらかいイメージ

となっていますが、稲穂のデザインは、１年生から６年生の実りを表してい

ますが、小さい稲穂が成長して大きくなるイメージがありますが、稲穂は穂

が出る前に大きさが決まってしまいます。農家の知っている人がみると、お

かしいと思います。同じような稲穂が６本でも良いのではないかと個人的に

は思いました。 

 若菜委員長 他にも意見ございますか。 

 田邉委員 稲穂の伸びている様子をイメージして上に上がっているのかなと思いま

すが、実るのであれば垂れると思います。黄金色になっているのであれば垂

れるのかなと思います。その点が矛盾しているのかなと思います。経緯を聞

けば納得できると思います。 

 若菜委員長 黄金色になれば実っていることになるので、実際とは違うのではないか

との意見でございます。他にどうですか。 

      提案者と話し合うことが必要になるのではないですか。 

 小高主査 提案者と話し合うことは可能ですが、このデザインで良いのかどうか皆さ

んで検討をお願いします。 

 宮﨑委員  この作品には、デザインに意図があると思います。最初の案から比べる

と、手を入れて、ブラシアップされて良いデザインになっています。さらに

手を入れるとデザイナーの意図と外れてしまうのではないかと思います。私

も同じような仕事を行なっていますので、意図と違うものになってしまう。

この作品で良いのではないかと思います。 
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 阿部倉委員 このデザインを見せてもらい抵抗感は、ございませんでした。小学生は

これからですので、実ってしまったものより、これからのイメージがもてま

すので、良いのではないか。大人になってしまうと刈り取るだけになってし

ます。デザインとして考えれば、意図があり、これからの小学生の成長を見

込めると考えます。 

 矢部委員 先日、睦沢中学校の卒業式に出席しました。睦沢中の校旗をみましたが、

校章の裏に緑がありました。裏の色も考えて検討できればと思います。 

 久保田委員 この図案に賛成でございます。米粒は、すべて１３粒あり同じですので、

稲穂の遠近感があると解釈することもできると思います。 

 田邉委員 例えば、稲穂が緑でも大丈夫ですか。まだ、これからとの思いを含めてど

うですか。 

 小高主査 色につきましては、事務局側が提案した色とデザイナーが提案した色とな

ります。 

 伊原委員 背景は、まだ完成していないので、その点も考えて検討する必要があるの

か、白黒のものも公式な校章として使用するのかどうか。解釈をはっきりと

していた方が良いのではないか。いろいろな意見があるので難しいと思いま

す。 

 小高主査 校旗については、今後、総務部会に提出した後に協議会に案を提出したい

と考えています。本日、選定いただけましたら、平成２９年度に入り準備が

すぐにできますので、よろしくお願いします。 

 若菜委員長 意見は賛否両論で、この作品で良いか。もう少し検討した方が良いか。 

 田邉委員 説明を受けて納得ができました。 

 若菜委員長 決め方ですけれども、賛否両論ありましたが図案の解説がありますので、

この図案で決めることに賛成していただけますか。 

 委  員 はい。 

 若菜委員長 カラー図案①、または、カラー図案②を決めて頂き、教育委員会に報告

することでよろしいですか。 

 委  員 はい。 

 若菜委員長 それでは、挙手によりお願いします。カラー案①に賛成の方は挙手をお

願いします。 
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（カラー案① 挙手なし） 

 若菜委員長 それでは、次にカラー案②に賛成の方は挙手をお願いします。 

（カラー案② 全員挙手） 

 若菜委員長 カラー案②で進めることでよろしくお願いします。 

 伊原委員 関連して、背景の色はこれから決めることでよろしいのですか。 

 小高主査 はい。 

 伊原委員 正式なものは、カラーということでよろしいですか。 

 小高主査 はい。 

 若菜委員長 それでは、カラー案②で進めることでよろしいですか。 

 委  員 はい。 

 若菜委員長 それでは、次に校歌の歌詞の選定ですが、部会で２点の作品を選びまし

た。これについて、皆さんのご意見を聴いて決めたいと思います。 

 久保田委員 小学生ですから、歌いやすさを兼ね備えている⑧が良いと思います。 

 若菜委員長 小学生が歌う視点で⑧が良いとのことですが、他にいかがですか。 

 須賀委員 ⑧の方が良いと思います。小学生ですと知・徳・体の３つの視点から書か

れています。⑯は学ぶ部分が抜けていると思います。 

 若菜委員長 他にございませんか。 

 阿部倉委員 ⑧も⑯も良い詩ですが、詩を見直す部分があると思います。１番、２番、

３番に希望の成長があり、子供の姿を中心に作られていますが、１番の「は

ずむ風」が別世界のような感じがしますので、「はずむ声」の方が子供のイ

メージができます。⑯は最後の部分が、全て「ああわれらの・・・」とござ

いますので、ワンパターンで古臭く感じますので、⑯が採用になるのであれ

ば、⑧の最後をいかすのはいかがですか。詩の中味を見極めていかないとい

けないと思います。 

 若菜委員長 他にございませんか。 

 矢部委員 事務局にお聞きいたします。こちらの詩は、まだ変えられる余地はござい

ますか。 

 小高主査 公募の要件で、第三者が手を加えることはできるとしていますが、今後、

作曲の段階で変わることも想定されます。 

 塚本委員 作曲者は決まったのですか。 
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 小高主査 歌詞が決定いたしましたら、平成２９年度予算で執行します。なお、予算

の執行については町部局の承認が必要となります。まだ決定していません。 

 若菜委員長 他にございますか。それでは、⑧でよろしいですか。 

 委  員 はい。 

 若菜委員長 意見のあった件については、どうしますか。 

 小高主査 １番の「はずむ風」を「はずむ声」に変更させていただきます。 

 矢部委員 睦沢町のホームページを見てイメージしたと思いますが、２番の「梅の花」

と「香るふるさと」とありますがどちらか動かした方が良いのではないかと

思います。２番に子供の姿がわかるように作曲家に相談をしてもらいたいで

す。以上です。 

 若菜委員 意見として作曲家に伝えてください。よろしいですか。 

 小高主査 はい。 

 若菜委員長 他にございますか。 

 上田委員 １番に「朝の光りに」とありますが、「り」はいらないのではないか。送

り仮名は付かないと思います。 

 若菜委員長 言葉でおかしいのは、子供に誤解をあたえますので、「り」はいらない

のであれば、提案者に確認して修正してください。文字のおかしいところは

直すことでお願いします。 

      それでは、⑧を選定することにし、１番の「光り」の「り」をとっていた

だき、「はずむ風」を「はずむ声」にして教育委員会に提出することでよろ

しいですか。 

 委  員 はい。 

 若菜委員長 次に、（２）学用品について事務局より説明をお願いします。 

 小高主査  再編準備協議会からの報告書に基づき教育委員会議で協議した結果、土

睦小学校の女子の帽子について、作成した経緯もあり、愛着もあることから

残してもらいたいとの意見がありました。教育委員会事務局としては、黄色

い帽子であればデザイン指定をしない方向で考えました。ただし、指定をし

ない場合、自分の学校であるかどうか区別がつかないことから校章を貼附す

る案を提案させていただきます。 

 若菜委員長  事務局からの説明がありましたが、いかがいたしましょうか。 
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 上田委員  協議会で決定したことですが、黄色い通学帽子というのは、男子は皆さ

んが想像するような帽子ですが、土睦小学校で使用している女子の帽子が変

わっていまして一般的ではございませんので、残した方が良いのではないか

との意見があったと思われます。参考までに価格に差がありまして、一般的

なものは９１８円ですが、土睦小のものは１，６６０円と聞いています。 

 白井課長  私が小学４年生の頃に、通学帽子をどのようにしようか子供たちに意見

を聴いた中でデザインを選定したものが続いています。今回は、指定をせず

に選択できる形もとれるのではないかと提案をさせていただきました。 

 若菜委員長 他にございますか。 

 江澤委員  帽子のデザインでいじめの対象にならないですか。 

 積田委員  子供たちを引率する場合に目印となります。デザインで区別がつきます

が、校章を付けるのであれば校章で探すことができます。最初は、２種類の

帽子があっても構いませんが、いずれは１つになった方が良いと思います。 

 若菜委員長 指導する立場からすると統一した方が良いのではないかとのことです。

校長先生の考えはどうですか。 

 阿部倉委員 土睦小学校で使用している帽子に歴史があるので残した方が良いだろ

うとの意見ですが、意味があるのでしょうか。再編して一つの学校になるの

で、土睦の帽子を残すことに意味はないと思います。 

 矢部委員  先程、江澤委員から質問がありましたいじめが発生しなかとの心配です

が、それは大丈夫です。指導の中で徹底していきます。帽子の件ですが、土

睦の帽子は長い間ニモダさんが扱っていますが、来年から変えるのであれば、

在庫がロスになってしまうのではないか。時間をおいて揃えるのも一つの方

法だと思います。 

 若菜委員長 いろいろな意見がでました。ＰＴＡの方はどうですか。 

 飯島委員  個人的には、土睦のデザインが好きですが、一般的なものにあわせてい

く方向で良いと思います。 

 山根委員  どこでも買える帽子の方が良いと思います。 

 若菜委員長 特殊なデザインのものはどうかとのことですが、どうですか。 

 長谷委員  確認ですが、新一年生から統一する方向で良いのですか。 

 若菜委員長 ３０年に入学する児童からあわせることでよろしいですか。 
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 河野委員  入学する児童の保護者にとっても通学帽子が指定されている方が安心

できると思います。 

 若菜委員長 新１年生の児童から標準的なデザインで統一したものとすることでよ

ろしいですか。 

 委  員  はい。 

 若菜委員長 それでは、平成３０年４月に入学する児童から統一する方向で進めるこ

とにします。校章についてはどうしますか。 

 宮崎委員 登下校時の使用となり、校章をつけている学校も少ないし、費用もかかる

ので必要ないのではないかと思います。 

 江澤委員 現場の先生は、校外学習の場合はどうなのですか。 

 積田委員 今後も指定しないのであれば、校章を貼附する方が良いと思いますが統一

したものを使用するのであれば、必要ないと思います。 

 今井教育長 校外学習時や修学旅行時にリボンをつけることにより、児童を見分けら

れます。 

 若菜委員長 校章については、リボンでも良いとの意見もあるので、つけない方向で

よろしいですか。 

 委  員  はい。 

 若菜委員長 ご了解いただきましたので、先に進めさせていただきます。 

      （３）報告書（第２回）についてでございますが、資料の配布がございま

すので、５分間休憩といたします。 

     （休憩 資料配布） 

若菜委員長 会議を再開いたします。（３）報告書（第２回）の案について事務局より

説明をお願いします。 

小高主査  睦沢町立小学校再編準備協議会の報告について（第２回）を朗読。 

若菜委員長 今、読上げました内容で報告書として提出したいと思いますが、訂正し

た方が良い箇所はございますか。 

伊原委員  睦沢町立睦沢小学校の姿で期待する学校像のコミュニケーションが育成

できる学校ではなく、伝達を言っているので、コミュニケーション能力が育

成できる学校が一般的ではないかと思います。 

 若菜委員長 コミュニケーション能力と付け加えた方が良いのではとの意見がござ
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いましたが、いかがですか。 

 阿部倉委員 その通りだと思います。保護者の意見をそのまま転記いたしましたので、

このようになってしまいました。 

 若菜委員長 他にございますか。 

 山根委員  安全に関するガイドラインに子供の学校への送迎時の安全上の対策を

加えていただきたい。 

 若菜委員長 安全上に関する内容を加えることについていかがですか。 

 飯島委員  運動会時には、保護者に一方通行のご協力をお願いしていますが、通常

時から規定してしまいますと、遠回りになってしまうので厳しいのではない

か。 

 若菜委員長 安全対策上の項目を加えるという内容でよろしいでしょうか。 

 委  員 はい。 

 若菜委員長 事務局に安全対策上の項目を加えてもらい報告書を提出することでよ

ろしいでしょうか。 

 委  員 はい。 

 若菜委員長 ご了解いただきましたので、先に進めさせていただきます。（４）その

他でなにかございますか。ないようですので、案件はすべて終了いたしまし

た。ご協力ありがとうございました。 

 白井課長 ありがとうございました。次第６番のその他でございますが、２点ありま

す。先ず、平成２９年度の協議会委員でございますが設置要綱によりまして

協議会の役割を終えるまでとなっております。また、委員につきましては、

あて職ではございませんので、継続でお願いします。なお、変更が生じる場

合につきましては、事務局までご連絡をお願いします。 

      次に、次回の協議会の日程でございますが、６月頃を予定したいと考えて

います。具体的に日程が決まりましたら通知をさせていただきますので、よ

ろしくお願いします。 

以上をもちまして、第４回睦沢町立小学校再編準備協議会を閉会とさせて

いただきます。 

 

【 ２０時３５分 閉会 】 


