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第 5 回有田市立中学校統合準備委員会 議事録（要点筆記） 

日 時 令和２年 7 月 16 日（水） 
 19:00～20:20 

場 所 有田市民会館 第１会議室 

役職  氏 名 出 欠 役職  氏 名 出 欠 
保護者代表 伊藤 房次 

（副会長） 
○ 地域代表 花野 仁志 ○ 

保護者代表 岡田 智克 × 教職員代表 江川 裕章 ○ 
保護者代表 岩﨑 昌司 ○ 教職員代表 川嶋 啓生 ○ 
保護者代表 豆塚 智江 ○ 教職員代表 丸谷  昌 ○ 
保護者代表 仲二見 誠 ○ 教職員代表 井上 寿子 ○ 
保護者代表 小林 義明 ○ 教職員代表 松本 吉晴 ○ 
保護者代表 田中 清寛 ○ 教職員代表 関   大悟 ○ 
保護者代表 淺井 宏吉 ○ 有識者 伊藤 隆教 

（会長） 
○ 

保護者代表 川島 寿哉 ○ 有識者 脇村 重徳 ○ 
保護者代表 阿部 朋寛 × 有識者 藤本 禎男 ○ 
保護者代表 中村 行男 ○ 教育長 田中 政彦 ○ 
地域代表 中本  満  

（副会長） 
○ 教育委員 栗山 博子 ○ 

地域代表 木村 武弘 ○ 教育委員 狗巻 孝幸 ○ 
地域代表 中井 宏幸 ○ 教育委員 伊藤 嘉史 ○ 
地域代表 川口  隆 ○ 教育委員 中尾 忠弘 ○ 

地域代表 久保 雅紀 
○ 市（経営管理部

長） 
嶋田 博之 

○ 

地域代表 嶋田 淳 
× 市（経済建設部

長） 
河野 孝司 

○ 

地域代表 児嶋 陽徳 ○    

事務局出席
者 

教育次長：谷輪吉伸 教育総務課長：伊藤正人 教育総務課主幹：筋原 章 統括指
導主事：森 元 
総務係長：田中康元  主事：上野山倖平 主事：上野山富貴  専門教育監：御前
充司 

１．開会 

事務局  時間となりましたので、ただいまから第５回の有田市立中学校統合準備委員会を開催いた

します。 

     本日、三密対策のために、本来なら向かい合ってコの字でさせていただくところを、ス

クール形式でさせていただきますので、ご了承よろしくお願いいたします。 

     なお、本委員会、議事録作成のために録音させていただきますので、よろしくお願いしま

す。 
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２．委嘱状交付 今年度新たに委員になられた方に委嘱状を交付。 

 

３．教育長挨拶 

 皆様、こんばんは。お昼間大変お疲れのところ、第５回有田市立中学校統合準備委員会にお越しを

いただきましてありがとうございます。今、新たに委嘱状をお渡ししましたが、昨年度から数えて

５回目になります。しかし、今年度では初めてになりますので、今日は初めておみえになった方と昨

年度からお世話になっている方がございます。大体内訳としては、それぞれの学校の保護者代表者の

方、１校につき１名で１１校ありますので１１名です。それと、地域の代表の方、連合自治会の会長

さんを主に来ていただいております。これが８名でございます。それと、学校の代表の方です。主に

校長先生です。これが６名です。それと、学識経験者には３名の方に入っていただいております。有

田市から部長さんに２名来ていただいております。教育委員会から５名ということで、合わせて

３５名です。どうぞよろしくお願い致します。 

 この学校の統合についてですが、平成２９年から検討委員会を立ち上げました。検討委員会の中で

決めていただいたことは、学校の統合の時期を令和６年４月１日に決めていただきました。それと、

新中学校の敷地は箕島中学校の敷地という２点について決めていただきました。 

この決まったことについて、我々教育委員会を中心にそれぞれの地域、学校を中心に約三十数回、

意見を聞く意見交流会や、説明会を実施してきました。 

やはり統合というのは、非常に難しい課題でもあって、皆さんにもろ手を挙げて賛成をしていただ

いたということではなかった。その中では心配の声もありましたし、反対の声もお聞きをしました。 

我々はその課題を全て解消したかというと、なかなかそこまでできていないというのが実情です。 

     今後、令和６年の４月１日、４校が統合する時期までにいろんな課題を一つ一つ解消していく。市

を挙げて課題を解消していく決意を持ってございますので、どうぞご支援、ご協力をお願いしたいと

思っております。 

 それから、３月の議会がございました。その議会の中で統合の時期、それから、統合の場所ついて

同意を得ております。今年度から様々な準備が進んできています。校舎の建設の設計も決まりました。

今年度で設計を終えて、来年度から工事に入っていきます。 

 新しい中学校のコンセプトは、文武両道の充実、ＩＣＴ教育の推進、これを掲げており、このコン

セプトを実現していくには、まずはすばらしい校舎、すばらしい環境から整えていきたいと思ってい

ます。どうぞご支援ご協力をよろしくお願いします。 

 そして、令和６年には、有田市内の全ての中学生がひとところに会するわけです。一堂に会して切

磋琢磨をして、本当にすばらしい教育を実践することで、有田市だけでなくて日本を担っていけるよ

うな、すばらしい人材を育てていきたいと強く思っています。どうぞご支援、ご協力をお願いします。 
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 最後になりましたが、本会の会長さんには、昨年も引き続いて伊藤隆教様にお願いをしております。

また、副会長には、昨年も引き続いて、中本満様と伊藤房次様両方にお願いをしております。 

 本日の議題は少し多く、多岐に渡ることと思いますが、活発なご協議をお願いします。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

４．委員の紹介 委員・事務局の紹介 

 

５．議事 

会長     それでは、お手元の資料に沿いまして、本日の議事、５番目の議事を進めていきます。 

      １番の議事について、事務局からよろしくお願いします。 

事務局    それでは、私のほうから、資料１を御覧ください。前年度の経過と今年の予定につい

て説明させていただきます。 

       まず、令和元年度です。説明会について、市内を各中学校４か所に分け、地域住民の

方、保護者の方を対象に開催しました。特に保護者の方につきましては、不安、心配事

を解消していくこととし、統合時に中学生になる、昨年度で小学校４年生以下の保護者

の方を対象に授業参観の後などに併せて開催をいたしました。 

       次に、準備委員会関係です。資料に記載の回数を開催しています。 

       続いて、経過といたしまして、１つ目は学校名です。第４回の準備委員会において、

校名案を決定し、３月２５日開催の市議会にて条例が可決され、「有和中学校」と正式

に決定しました。 

       ２つ目です。制服、体操服につきまして、第１回展示会を行い、アンケートを実施し、

基本スタイルがブレザータイプに決まりました。後ほど詳しく説明させていただきます。 

       ３つ目です。校舎建設ということで、こちらも後ほどイメージ図を見ていただきます

が、教職員から要望、意見を聞くアンケートを実施しました。設計業者については、全

国から募集を行い、１１社の参加申し込みがあり、４月１５日に１次審査を通った６社

をプロポーザル方式にて審査を行い、選定業者については、隈研吾・二本柳慶一設計共

同企業体に決定しています。 

       ４つ目です。通学路です。開催した説明会において、保護者の方を中心に要望をお聞

きしました。また、地域ＰＴＡ部会において、各中学校区に分かれていただき、通学路

の危険箇所を地図に記入していただきました。通学方法では、ＪＲやバスの利用につい

て検討しております。 

       ５つ目です。初島中学校と箕島中学校の先行統合についてです。先行統合することで、

初島の子供たちに様々な個性に出会いながら、より豊かな体験をさせられることが教育
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的であると判断をしまして、令和４年４月に、初島中学校を箕島中学校へ先行統合する

ことに決定しました。 

       次に２番です。令和２年度、今年度に関する実施事項です。まずは、初島中学校と箕

島中学校との先行統合についてです。 

       １つ目としまして、各学校間で協議・調整をし、各教科の進度や生徒同士の交流、統

合時の修学旅行などをします。 

       ２つ目は、通学路の確認、通学方法の検討です。本日も午前９時から、警察、自治会、

ＰＴＡ、学校、市の関係者が集まり、通学路の危険箇所の確認をしてございます。先行

統合の関係もあり、他の地区より早く実施させていただいています。 

       通学方法につきましては、ＪＲの定期券についての決め事や、スクールバスについて、

どんなコースを走らせるのか、駅利用の際、駐輪場、またデマンドバスをどう利用して

いくかなど、具体的な計画の検討を始めていきます。 

       ３つ目は、初島中学校の閉校について、セレモニー、記念冊子等の協議を行っていま

す。 

       続いて、校舎建設関係です。現在、基本計画を策定していまして、８月までに基本設

計を終え、９月から実施設計、積算等の業務を予定しています。校舎建設時の部活動を

どこで行うのか、また、その送迎方法も決めていきます。スクールバスについても、車

両バスを買い取るのか、またはバス会社と委託業務を結んで、そこから出してもらうの

か等協議を行っていきます。 

       ３番目の校章、校歌、４番目の制服、体操服については、後ほど担当から説明させて

いただきます。 

       ５番目です。かばん・靴につきまして、現在、生徒指導部会で検討を行っています。

最終的には、この準備委員会で決定していただき、令和４年に各中学校でそろえていく

ものについての協議を行っていきます。 

       ６番目は、部活動です。スポーツ、文化部でどんな部活動をするのか検討を始めてい

ます。 

       ７番目は、通学路関係です。現在、市長をはじめ、統合に関しての庁内の関係部署を

一堂に集め、連携推進会議を立ち上げています。地域ＰＴＡ部会からの要望を基に、整

備箇所、その工程や街路灯、防犯灯設置に関しても検討を始めています。 

       また、通学方法についても、ＪＲ、バス、デマンドバスといった利用についての検討

をしていきます。 

       以上でございます。 

会長     ただいまの説明等に関して、何か質問等ございませんか。 
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       では、ないようですので、本年度の予定等は、予定どおり行っていただきたいと思い

ます。 

       議事の２番目についてよろしくお願いします。 

事務局    議事の２番目、制服等の選定について説明と提案をさせていただきます。 

       資料２、３と用意しているのですが、実はこのプロセスについて、コロナの影響で少

し予定していた段取りと違ってきています。そのことも含め、説明させていただきます。 

       制服をどのように決めるかという準備委員会は、１月２９日に行いました。そして、

その次の準備委員会は、大体２、３か月先に持つはずなのですが、ちょうど年度の終わ

り始めで、人も入れ替わるし、学校も忙しいということで、準備委員会が開けない。そ

れで、３月中に校長先生たちの推進部会をもって、承認をお願いすることをここで了承

いただきました。それで、３月の推進部会で、制服についての保護者のアンケートにつ

いて推進部会で決定させていただきました。その結果が、先ほど少し申し上げましたが、

制服はブレザータイプ、中はポロシャツという形に賛成が多かったので、そちらで決定

させていただきました。 

       その結果をもって、制服メーカーにこんな形でサンプル作ってください、７月にもう

一度第２回目の展示会を開き、そこでどれがいいかという投票をしていただいて決定し

たいという段取りまで来ていました。もちろん最終決定はこの会です。そのことは、準

備委員会ニュースでも回覧板で各家庭へ回させていただいたり、ホームページでアップ

したり、あるいはここにいらっしゃる委員さんのお宅には、直接そのアンケートの結果

や推進部会の決定事項はお伝えさせていただきました。 

       ところが、新型コロナ感染症で、会議も展示会もできない、メーカーもテレワークで

展示会の準備ができなくなりました。それで、既に連絡させていただいておりますが、

メーカー、業者とのやり取りの中で、７月に予定していた展示会を１０月に延期するこ

となりました。制服については、４社、各社２点ずつのサンプルを作っていただきます。

それから、体操服については、夏冬セットで５社が参加して、各社２点ずつ展示してく

れることになっています。１０月の展示会で該当する、小学校５年生以下、幼稚園、保

育所の保護者、それから、小学校、中学校の教職員によるアンケート投票をして、その

結果をここで確認していただき、メーカー、業者を決定したいとおもいます。 

       今有田市の高校も含めて、制服だけで４社が入っています。それを一本化するという

ことになるので、少しエネルギーが要ることになります。取次店といって、制服を実際

販売してくれるお店もたくさんになります。有田市内で１０軒余りになります。もしか

したら、新規参入のお店もあるかもしれないし、そういったことについては、また次回

の準備委員会でいろいろ報告させていただきますが、簡単には進まないなと思っており
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ます。 

       それで、たびたびこの会で値段安くしてやってくれというお声も頂いております。も

ちろん私らも人の子の親として、中学校へ入学するとき意外にお金かかるなというのは

実感としてあります。できるだけ安くということは、安くいいものをいうことで、業者

さんにはお話しています。そしたら、業者、メーカーも全国でこのようなコンペ方式で

やっているので、高かったら採用してもらえないのは分かっています。かといって、安

く抑えたら、質が悪いではないかということで、これも評判悪いというのも分かってい

ます。だから、各社２点のうちの１点は、割合ベーシックな値段のもの、恐らく一番安

いほう、もう一つは、機能的にいろいろについてものでべらぼうに高くないもので来る

のではないかと考えています。最終選ぶのは保護者の方中心なので、どうなるという予

想を申し上げても仕方がないところではありますが、今の学生服、詰め襟学生服、セー

ラー服と比較をしたら５,０００円から１万円ぐらい高くなるのじゃないかなと思って

います。 

       というのは、この１年、２年で繊維業界や、制服業界で同じような事情を抱えていて、

少し値上がりがあるそうです。それから、消費税が１０％になったこともあって、どう

しても少し値上げがあるそうです。 

       そこで、我々もやむを得ない部分はあるのですが、何とか安くならないかということ

を推進部会でも相談しました。そこで、制服の値段は、世の中のコロナ禍の影響等もあ

り上がるかもしれないが、入学に必要なものの中で絞れることができないか、例えば、

検討中なのではっきり申し上げられませんが、バッグ、かばんです。かばんは有田市内

の学校によって値段が違って、大体５,９００円から７,０００円後半の値段です。その

かばんを自由にするかという議論もしています。もしかすれば、スーパーへ行ったら

２,０００円ぐらいで同じようなリュック型のかばんがあるかもしれない。ですが、今、

中学生が持っているかばんというのは、やっぱりよくできていて丈夫。同じような丈夫

さでいくと、かえって自由にすると高くなるかもしれない。このことは今研究中です。 

       それから、市ＰＴＡからも上がっていましたが、今は真っ白な靴というので統一され

ていますが、これを自由にするか。例えば、今、吉備中学校や湯浅中学校は色が運動靴

であれば自由です。そうすることによって、購入の際に安くなるのではないかなどを検

討しています。あるいは今、女の子の夏服はセーラー服です。これがポロシャツに変わ

ります。これだけで２,０００円ぐらいのマイナスになります。ただ、ポロシャツ１着

でいいのかと言い出したら、ややこしくなってしまいますが。それから、ネクタイ、実

は保護者アンケートに逆らったのはこの１点だけです。ブレザーだとすると、中はどう

するのか。一番多かった意見は、中にシャツでリボンもしくはネクタイというのが意見
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多かったです。ところが、ポロシャツでも結構いい物が出ているのです。展示会に来て

くれた方々に、「もうこのポロシャツだったらリボンは要らないな」というふうに、現

物を見た人はそのように投票してくれているのです。ワンポイントのついた、かわいら

しいポロシャツが多いです。それで、ネクタイとるだけで１,０００円近くのマイナス

になります。このように、細かいことではありますが、トータルで安くできないかな、

何か工夫できないかなということも、今推進部会中心に考えておりますので、この会で

また紹介できるかと思います。 

       それで、資料ですが、さっと説明します。資料２は、１０月に行う制服展示会の案内

です。７月で記載していたものを１０月に書き換えました。資料３は、その際の投票用

紙になります。このような様式で、先ほど申し上げたように、小学校５年生以下の保護

者の方、それから、小中学校の教職員に配付してお願いしようと思っています。 

       以上です。 

会長     ただいまの説明について質問等ございませんか。 

       それでは、続いて、３番目に進みます。３番目のことについて、よろしくお願いしま

す。 

事務局    それでは、新校舎の建設に関する進捗状況について、私のから説明させていただきま

す。すこし準備に時間がかかりますので、お時間ください。準備中ですが、先ほど説明

があったように、５月にこの設計業務委託契約を行いました。現在のところ、設計業務

の進捗状況としまして、基本設計を進めている状況です。基本設計というのは、学校と

して必要な大きさや機能、そういった面では、教員とか生徒の導線を考えながら、どの

ような配置にしていくのがベストなのか、どのような材料を使っていくのかということ

を考えていくのが基本設計、また、社会体育など、学校以外の人が使うものでもありま

すので、その管理範囲としてどうしていくのかとか、建物として基本的な部分の配置設

計、検討を行っている、現在はそういう状況です。 

       そこで、前にお示ししているパースですが、これは決定したプランではありませんが、

完成予想パースとして幾つか提案されていますので紹介いたします。 

       まず１枚目、これは北側です。正門からのイメージ図です。校舎と体育館が一体とな

っており、利用しやすくなっております。校舎は４階建てで、体育館はバレー、バスケ

ットなどができるアリーナと剣道、柔道、空手ができる武道場の２層式になっておりま

す。正門から玄関付近へはスペースに余裕を持たせて、来客駐車場とか、通学用のバス

が回れる大きなロータリーもとれるように考えております。 

       全部で３パターンあるのですが、２つ目のプランとしまして、先ほどの１枚目のプラ

ンは、西側に校舎、東側に体育館を配置していましたが、２つ目のプランは逆転してお
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ります。東側に校舎、西側に体育館を持ってきているプランになっております。 

       敷地形状としまして、北側道路に面した部分が、この２つ目のプランは、広くとりま

す。この広いほうに体育館を配置しております。これによって、南側の運動場がより広

くとれるようなプランになっております。 

       これも先ほどと同じように、校舎と体育館が一体になっておりますので、非常に利用

しやすくなっているのかなと。 

       あと体育館が前面道路に近いことによって、夜利用される社会体育の方も利用しやす

くなっているプランになっております。 

       最後の３つ目のプランを御覧ください。これは、校舎を中心に、体育館が東と西側に

２つ配置されております。片側が武道場で、片側が体育館というふうに分かれているプ

ランになっております。 

       先ほど２つのプランは２層式であったのですが、これは、それぞれ左右に分散させて

おりますので、若干体育館の高さを低く抑えられるプランとなっております。 

       あとこのパース関係ないのですが、設計のコンセプトとしまして、校舎の内部の教室

でありますが、窓を今までの学校より大きな建具にして、日光を大きく入れ、明るい教

室にできるように考えております。このパースにあるように、ひさしを大きく張り出す

ことによって、上階の教室と教室をつなぐベランダのようなものにもなって、またひさ

しがあることによって、夏の暑い日差しは防ぎつつ、冬場には、教室内に明かりを取り

込めるように工夫していきたいという考えに基づいております。 

       また従来とは異なり、中身の話なのですが、片側廊下型という、そういう校舎の教室

配置ではなくて、教室と教室をつなぐ廊下も、通常よりは非常に大きなスペースをとっ

て、そこで学年集会ができたり、教室以外にも、今までにない大きなスペースを設けて、

生徒と教師をつなぐ新しいコミュニティーの場づくりができるような校舎にしていけれ

ばなと考えております。 

       以上で、プランのご紹介でした。以上です。 

会長     このプランに質問等何かございますか。 

委員     今見ている第３プランだったら、テニスコートが東西になっています。我々が、中学

校に務めていたときには、必ず南北になっていました。なぜかといったら、東側に立っ

た人が西日でボールが見えなくなり、テニスの支障になるので、建物には意見はないで

すが、このテニスコートを見たときにすこし駄目だなと思いました。 

       以上です。 

事務局    このグラウンドの配置というのは、仮の配置なのですが、確かに先生がおっしゃる通

りかもしれません。我々もそれは指摘しました。できるだけ南北にプレーできるように、
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あと背面も子供たちが危険な部分もありますので、その辺も配慮するようします。あり

がとうございます。 

副会長    これはまだ案ですよね。 

 

事務局     案です。 

副会長        大体これで決めってしまうのではないのか。学校の先生方の意見を取り入れていた

だかないと。この設計士の話でどんどん前進めるより、やっぱり学校の中のことは、先

生が一番わかっているので、先生らの意見を取り入れて、子供らが勉強しやすいように

してくれないと。行政もよく考えてくれないと、何も考えず見ているだけではだめです。

吉備庁舎もそうだけれど、黒川紀章だったけれど、あれはみんな使い勝手がものすごく

悪いと言っている。ノブ１個取り替えるのでも、黒川紀章の許可なしでは替えられない

らしい。この隈研吾という設計士もそういうふうにならないのか。 

事務局       委員ご指摘のとおり、隈研吾さんというのは、本当に全国的も有名な設計士さん。 

副会長    有名なのは関係ないのですが。 

 

事務局    有名ではあるのですが、我々はおっしゃられたとおり、教師の方の職場なので、教師

の方一番に、生徒も一番であり、教師と生徒のことを一番に考えて設計していきたいと

いうふうに考えております。設計士がこうだと言うても、こちらはこうしたいというふ

うにはしていきますので、ご安心ください。 

副会長    それは間違いなく、この有名な隈研吾設計士に、行政のほうから言えるのか。 

 

事務局    言えます。言えますというか言っています。僕は、今、何回か繰り返し協議している

のですが言っています。 

副会長    そとはま保育所があるでしょう。あれもプロポーザルででき上がったら、部屋の中が

湿気でカビだらけなのです。プロポーザルで設計士選べば、そんなことがあるのです。

市長は、校舎を日本一の校舎にしたのだとこの間言っていたけれど、校舎は日本一でも、

中身が伴わないと。中身も日本一にならいないとだめでしょう。だから、行政が、この

場でこれだけ集まっている民間の前で、うそは言ったらだめです。正直になって、これ

から進めていかないと。これ全て市民の税金です。この設計費用も２億円も市民の税金

でしょう。あなたたち、ただ単にこんなことばっかり言っていますが、市民の汗と涙の

金ではないのか。 

事務局    前回副会長よりご指摘いただいたように、そとはま保育所の話もお聞かせいただきま

した。プロポーザルだから質の高い設計がされているというふうに説明させていただい

(地域代表) 

(地域代表) 

(地域代表) 

(地域代表) 

(地域代表) 



- 10 - 

た中で、副会長のそういう意見が出たのだと思います。確かに、ああいうふうな不要な

ところもあって、不備な部分もあるので、そういったところを本当に反省して、この統

合中学校へ生かせるように、私たちは、隈さんであろうが、有名な方であろうが、言え

る意見は言って変えていきたいというふうに思っておりますので、ありがとうございま

す。 

副会長    今できた市民プールでもあなたは何も言えていない。プールの上に木を使っているが、

ペンキ塗りが２回のところを１回しか塗っていないとこもあったでしょう。その情報が

下請業者から入ってきている。 

事務局    それは確認とっておりまして、２回塗りがベストですが、１回でも良いという確認は

とっていて、なぜ２回塗りではなかったのかいうのは、色味の関係とかあったので、

１回で抑えておくということになっています。 

副会長    言っても仕方がないが、そんなこともあるのです。集まっている皆さんはそんなこと

を知らない。あなた方がここで言ったことは、ここに集まっている人は皆、行政の人間

が言ったことを信用します。 

       日本一の校舎もそれは大事です。ですが、先生方の意見を取り入れて、先生らが一番

分かっているので取り入れて下さい。 

事務局    それを一番で考えてまいりたいと思います。ありがとうございます。 

会長     大きな流れと、また細かい点について、これから詰めていかれるかと思うのですが、

また現場の意見も随分吸い上げられて生かしていっていただきたいと思います。 

       その他ございませんか。 

委員     先ほど副会長（地域代表）がおっしゃったように、やはりデザイン優先になってしま

ったら、使い勝手が一番だと思うのです。長い間使っていく校舎なので、なのでデザイ

ン優先になり過ぎないようにやはり気つけてほしいなと思うことと、そういう観点から、

駐輪場とかってどのようになっているのですか。 

事務局    これは３パターンありまして、それぞれ駐輪場がどの位置に配置されるかというのは

ばらばらになっております。例えば、このプランであれば、正面に見える左側の体育館

の武道場です。その下側に、例えば、駐輪場を設けるとか。それで足りない分は、ちょ

っともう中になるのですが、中庭に設けるとか。その辺は、この敷地に子供たちが自転

車で入ってくる位置に関係してくるところもありますので、問題ない、安全、安心な場

所に設けていきたいというふうに考えております。 

委員     それと、雨の日の送り迎えってやっぱりあると思います。昔は、カッパを着て、傘を

さして、みんな自転車で来たものですが、今の時代、どうしても送り迎えというのが多

くなってきます。多分、あの狭い道へ車でごちゃごちゃになるかと思います。車でごち

(地域代表) 

(地域代表) 
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ゃごちゃしているところの脇を子供らが歩いて通学しているという状況で、事故とかあ

るかもしれない。危ないじゃないですか。そこら辺の配慮というのはしていただいてい

るのかというのと、現校舎を利用しながら工事するという話だったと思うのですけれど、

どのようになるのでしょうか。 

事務局    そうですね。今、最後のご質問からいいますと、今、現校舎を使いながら、新しい校

舎が完成した後に引っ越していただきます。その後、旧校舎を解体すると。順序として

はこのような順序にしていきたいと思っております。 

       箕島中学校は在校生、教育環境に問題がないように、そういう順序でしていきたいと

い思っております。 

       最初の送迎の質問です。学校とすれば、送迎はしてほしくないというのは推奨なので

すけれど、そういいながらも出てくるというのは分かっております。今回は、せっかく

つくるのだから、別の位置に車の回れるような位置も、今このプランには示してはいな

いのですけれども考えております。 

委員     そこら辺をよろしくお願いします。 

会長     ほかにございませんか。 

       それでは、次の議題に移らせていただきます。 

       それでは、４番、続いてよろしくお願いします。 

事務局    資料４をお願いします。 

       資料４につきましては、昨年度ＰＴＡ部会で取りまとめた、有和中学校へ自転車で通

うための主要通学路を想定したものとなっております。赤線が通学路で、宮原駅周辺の

青線は、宮原駅へ向かうための主要道路となっております。 

       そこに併せて、整備箇所の要望や現状について、番号を振ってコメントや写真を記載

していますので、後ほどご確認をお願いしておきます。 

       冒頭で、参事も申しておりましたが、この資料を参考に、現在、市長を筆頭に、建設

課、経営企画課、防災安全課と開校に向けて庁内連携会議を立ち上げて、通学路や避難

場所について協議を始めております。 

       主に国道、県道が赤線で塗られ、メインの通学路となっておりますので、この部分に

ついては資料を作成し、国や県に対して要望依頼をしていこうという動きになっており

ます。また、市道につきましては、グリーンベルトなど比較的容易に設置できるものに

ついては、早く実施しようという方向で話が進んでおります。 

       今年度は、通学路交通安全プログラムによる通学路点検の実施年度となっておりまし

て、本日も初島地区で通学路点検を行いました。小学校の通学路を主に点検を行うので

すが、今年度については、中学校統合に向けての通学路点検を併せてお願いし、実施し
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ていきたいと考えております。ほかの地区につきましては、秋頃をめどに通学路点検を

行い、再度危険箇所などの確認を行って改修をしていきたい、要望する箇所は国、県に

要望していきたいと考えております。 

       以上で、昨年度のＰＴＡ部会における通学路の検討結果について、ご報告させていた

だきます。 

       私からは以上です。 

会長     同じく質問等ございませんか。 

       それでは、次、５番に移りたいと思います。よろしくお願いします。 

委員     失礼します。６月の１９日の統合推進部会で、校章、校歌の選定の選定方法について

検討しましたのでお話をさせていただきます。後ほどご意見等頂けたらと思いますので、

よろしくお願いします。 

       まず、校章のデザインにつきまして、より広く公募を行うということで、ホームペー

ジ、それから、準備委員会ニュース等で周知をして、小学生以上、もちろん一般も含み

ますが公募を行います。なお、ホームページ上には、現在の４中学校の校章も掲載をし

て見ていただけるよう考えております。公募期間は、令和２年の９月１日から９月の

３０日の１か月をめどにしております。なお、応募用紙につきましては、一般の方、特

にホームページではより広く有田市内以外も含めて、応募できる形をとっております。

一般の方の応募用紙と、それから、資料の６の２です。最後のページになりますが、

６の２の表側には一般の方、それから、裏側には中学生を対象にした応募用紙をつけさ

せてもらっております。特に、著作権のことがひとつ問題になりますので、未成年の応

募につきましては、保護者の同意を得られるように、そういった欄を設けております。 

       それから、校章のデザインにつきましては、カラフルな色も考えられるのですが、あ

くまでデザインということの中、それから、４中学校の校章もそこに掲載されているも

のを見ていただいたら分かると思いますが、基本１色で描かれています。ですので、モ

ノクロということで公募をします。もちろんその意味も併せて記入していただくという

形で考えております。 

       １か月間の公募期間をもちまして、統合推進部会で５点程度に絞る。その後、和歌山

大学の先生にリファイン、洗練をしていただいて、統合準備委員会で協議、決定をして

いただくという流れで考えております。 

       次、校歌なのですが、校章が一通り終わった段階で、校歌について検討をしていって

もらうと。校歌につきましては、校歌の歌詞に取り入れたい言葉、フレーズを公募して

いきます。これも校章と同様に、ホームページ、または準備委員会ニュース等で周知し

ていく。なお、ホームページには、現４中学校の校歌の歌詞の掲載を考えております。
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その後、専門家へ、作詞、作曲を依頼していくという形で、今のところの原案として考

えておりますので、この後、ご意見頂けたらと思いますので、よろしくお願いします。 

       補足等ありましたら、併せてお願いします。以上です。 

会長     質問等ございませんか。 

副会長    校章のデザインということになると、１人１人になると思うので、重なることは多分

ないと思います。最後に１人に決定するとおもいますが、オリンピックの時でも、良く

似たようなものもあったので、理想に近いようなものもあるので、それを踏まえて、考

えてもらいたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

会長     そのほかございませんか。 

       それでは、次、６番のその他に移ります。 

教育長    ご協議ありがとうございます。議題のその他にも入ってきました。学校名が有和と決

定したのですが、学校名を募集した当初は、それを考えた人に何か記念品をあげましょ

うという話にはなっていなかった。なぜなら、１０名なり１００名なり多くの方の案が

採用されると、非常にたくさんの記念品を出されなければいけない一つの心配もありま

した。ただ、その有和に応募していただいた方は６名でございました。市内在住で、中

学生が３名、大人の方が３名でしたか。その６名の方が有和に投票していただいて、有

和中学校という名前を採用したわけです。この６名について、やはり何か記念品を差し

上げたいと思っております、どうでしょうか、提案です。 

会長     ただいま教育長さんからの提案で、記念品贈呈を差し上げるとしてよろしいでしょう

か。（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

       それでは、６名の方に記念品を贈呈していくということに決定いたします。 

事務局    会長さん、進行ありがとうございました。今回は、説明事が多かったのですが、一通

りの承認いただきました。校章の募集要項はまだ載せていませんが、校歌について、今

承認していただいた選定方法で進めてまいります。 

       次回の委員会は１０月２２日です。次第の一番下に予定を書いています。皆さんのご

都合もありますが、３か月ほど期間を空けてということで予定しております。ご出席の

ほどをよろしくお願いします。 

       そのときの議題はまだはっきりとは申し上げられないですが、制服の投票が済んでい

ます。その投票結果を御覧いただいて、多分その決定した制服も見ていただけると思い

ます。そこで、これでよろしいかという承認をいただきたいと思います。 

       校章については、おそらく募集終わったころで、まだ推進部会を経ていないので最終

決定にはならない。さらにその次の準備委員会になると思います。そんな流れになって

おります。どうかよろしくお願いします。 

(保護者代表) 
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副会長    制服について、早いうちに値段を出さないと。前のときは、値段をちょっと書いてあ

ったが、今ははっきり言わないのですか。 

事務局    値段は、私も分からないです。 

副会長    前のときは、値段書いてあったでしょう。 

 

事務局    前の第１回目の展示会のときのパンフレットには、例えば、詰め襟の学生服は２万

８,０００円から４万５,０００円、このような表現をしていた。ブレザーの上下だった

ら３万円から４万５,０００円という、このようなものすごい幅のある書き方にしてい

た。安いの選んだら３万円ぐらいで、高かったら４万５,０００円でという幅をお示し

したのです。ところが、今度は、明確に値段も書いてくれます。例えばカンコー学生服

というメーカーやったら、カンコー学生服のＡという商品は３万５,０００円です。Ｂ

という商品は４万円ですというふうに。そのパンフレットを作るのに、今、メーカーと

業者で一所懸命作ってくれている状況なので、私のにもその値段が分からない。それで、

先ほど申し上げたように、投票で決める。このときに、保護者がその３万円のほうをと

るのか、４万円のほうをとるのかということは、あるいはどこの会社のをとるのかとい

うことは、そのときにならないと分からないので、その結果を次の準備委員会でお示し

することになります。 

副会長    かばんも７,０００円も８,０００円もすると言っていたがそんなに高価なのか。 

 

事務局    そうです。箕島中学校のは５,９００円、約６,０００円、高いところは８,０００円

近くします。同じぐらいの丈夫さで、街へ買いにいけば、例えば登山用のメーカーなら

２万円ぐらいするでしょう。それから、すごく丈夫な、いいものなら値段も高いので、

７,０００円、８,０００円であっても決めてあげた方が安いのかなと思う反面、もっと

安いものもある。同じリュックでも、２,０００円とか３,０００円で売っているものも

ある。そこの検討を今生徒指導部会というところで始めているところです。 

副会長    高いといったら切りがない。それをどこまで下げるのか、そういうことは行政のほう

で努力をしないと。 

事務局    本来、これは、学校と業者との間の値段設定なのです。 

副会長    個人的にやろうと思ったらやれる。やはりちゃんとしていて安いものを仕入れてやろ

うという気持ちがあれば安くなる。一個人だったら、インターネットでも何でも探しま

す。 

事務局    ただ、もう一つの考え方は、今、なぜそんな丈夫なカバンが欲しいかというと、教科

書が大きくなってきて、昔の教科書と大きさも重さも違う。それで、何教科も入れると

(地域代表) 

(地域代表) 

(地域代表) 

(地域代表) 

(地域代表) 
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なるとすごい重さになるので、登山なみたいなものになってくるのですが、この間から、

だんだん教科書ではなくて、デジタル教科書とか、あるいは子供１人１台、タブレット

を持っていたら、全部の教科書の内容が入っている。そんな風に時代が変わっていくか

もしれない。統合まで４年、５年の中で、ひょっとしたら、そんなおおきなかばんが要

らないかもしれない、そんな考え方も同時にあります。そこらも見据えながら、もうち

ょっと検討の時間いただきたいなと。それで、決まったものを買うのなら、おっしゃる

ように、安い交渉をします。 

       それから、このマイク持った機会にもう一つだけ。先ほどの校舎について、先生の意

見聞てあげてと、それはものすごく良い意見だと思います。それで、学校の先生、保健

の先生、事務の先生まで含めて、延べ１５２項目について希望を聞いています。それを

設計事務所のほうにも申し伝えて交渉もしています。設計事務所も大分聞いてくれてい

ます。それを先ほど言いたかったので、失礼しました。 

副会長    そうですがそれは、やっぱり隈研吾と言えばブランドです。中学校の先生とかの意見

を聞くのかという心配もある。 

事務局    分かります。ひとつだけ分かりやすい例でいうと、例えば保健室についてです。この

方たちは、学校の設計を何十も何百もやっていないと思います。医務室的な発想をする

感じが初めにありました。例えば、保健室が、北側に近い位置に考えていたりしてくれ

ていたのですが、保健室というのは、１階で子供らが運動場でけがしたら、すぐに入る

ことができて、ベッドの布団を日光浴できる南側で、しかも、場合によれば、救急車に

子供を乗せないといけない場所であって、１階でしかも南側でという、このような学校

側の感覚でなかったら分かりにくいことがあります。だから、全てが全て聞いてもらえ

るかどうか分かりませんが、学校の先生、生徒にとって使いやすい学校の設計にしても

らいたいなということで、お願いしていますし、設計事務所も素直に耳を傾けてくれて

います。 

副会長    有田市がその隈研吾さんにこだわった訳を一度市長に聞いておいてほしい。どういう

意味でこだわったか、聞いておいてほしい。 

事務局    市長が決めたわけではなくて、これはプロポーザルといって、審査委員会の中で、ま

ず第１次審査において、事務所の規模とか、実績とか、そういう組織としての評価や、

プラン、プランに対してのプレゼンの評価、いろんな複合的な評価で、点数化して、そ

の上で最高点をとった方が今回隈さんでありました。 

副会長    そういうことも聞かないと分からないので、どういうように仕組みになったのかなど、

隈研吾さんについて聞かれたときに答えられるように質問しました。 

事務局    今回有田市にとって、一番大きいコンペというかプロポーザルだったので、できるだ

(地域代表) 

(保護者代表) 

(保護者代表) 



- 16 - 

け門戸を広げるために、全国皆さんに参加していただける要項にしております。ただ、

地元の設計士さんと、ＪＶ組むとか、そういうことをしたら、評点として少しあげます

よというような評価基準は作っております。 

       その中で、評価委員さんたちの複合的な積み上げの点数で、一番高いところが最優秀

者という評価で隈さんのところで決定しております。 

       以上です。 

会長     事務局もいろんな情報を取り入れて、きめ細かい計画をやっていただいているものと

思っております。それを踏まえて、準備委員会でも細かいところまで決定していくとい

う運びになっております。これからもひとつよろしくお願い申し上げます。 

       以上で、今晩の会議を終了させていただきます。ありがとうございました。 


