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第２回有田市立中学校統合準備委員会 議事録（要点筆記） 

日 時 
令和元年９月１１日（水） 
 19:00～20:20 

場 所 有田市役所 ５階 全員協議室 

役職  氏 名 出 欠 役職  氏 名 出 欠 
保護者代表 伊藤 房次（副会長） 〇 教職員代表 和田 啓次郎 〇 

保護者代表 岡田 智克 〇 教職員代表 井上 寿子 〇 

保護者代表 岩﨑 昌司 〇 教職員代表 丸谷  昌 〇 

保護者代表 豆塚 智江 〇 教職員代表 江川 裕章 〇 

保護者代表 仲二見 誠 × 教職員代表 嶋田 文紀 〇 

保護者代表 小林 義明 〇 教職員代表 関   大悟 〇 

保護者代表 中谷 聡紀 〇 有識者 伊藤 隆教（会長） 〇 

保護者代表 淺井 宏吉 〇 有識者 脇村 重徳 〇 

保護者代表 脇村 誠規 × 有識者 藤本 禎男 〇 

保護者代表 阿部 朋寛 〇 教育長 田中 政彦 〇 

保護者代表 中村 行男 〇 教育委員 栗山 博子 〇 

地域代表 中本  満 （副会長） 〇 教育委員 狗巻 孝幸 〇 

地域代表 古家 宣美 〇 教育委員 伊藤 嘉史 〇 

地域代表 岡崎 幸宏 〇 教育委員 中尾 忠弘 〇 

地域代表 児嶋 陽徳 〇 市（経営管理部長） 嶋田 博之 〇 

地域代表 中井 宏幸 〇 市（経済建設部長） 河野 孝司 〇 

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  主査：上野山恭実  主事：堀川裕貴  専門教育監：御前充司 

 
・内容 
１．開会 
 事務局    皆さん、こんばんは。定刻となりましたので、ただいまから第２回有田市立中学校統合準備委員

会を開会いたします。議事録作成のため、録音をさせていただきますので、ご了承お願いいたし
ます。では、はじめに、教育長より挨拶をお願いします。 

 
２．教育長挨拶 
  皆さん、こんばんは。大変お疲れのところ、夜にもかかわらず、出席をしていただき、本当にありがとうご

ざいます。第２回を迎える、有田市立中学校の統合準備委員会ということで、本日の議題については、それぞ
れの部会で話し合われたことを議題に、報告させていただいて、皆様方の意見を頂戴することが主なものにな
ります。その前に、１０分程度お時間をいただいて、以前からたびたび話題に出ていました、学校のコンセプ
トですね、どういう学校にしたいのかというようなご質問について、少しご報告をさせていただきたいと思い
ます。 

  今回、開校にあたってのコンセプトですが、これは以前より有田市教育委員会が、市の教育目標として掲げ
ているものと大差がありません。基本的な考え方は大きくは変わっていませんが、中学校創設にあたって、よ
り一層の明確化、具体化したものを考えて、コンセプトを挙げさせていただきました。テーマとしては、【文武
両道】と【ICT 教育の推進】ということです。副題として、【４中学校の良さを継承する】ことを挙げておりま
す。これがサブタイトルということになっておりますが、それぞれの中学校の良さを活かして継承したい。そ
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こに新たなものを取り入れながら、文武とも全国トップレベルの学校を目指していきたいと思っております。
また、もう一つは、将来にわたって、子どもたちが社会の進歩に乗り遅れることのないように、ICT であると
か、人工知能と言われている AI の基本的な知識を習得して、駆使できるように、施設・設備・指導教員の充
実を図って、先進的な中学校を創っていきたいと思っています。 

文武両道について、少しお話させていただきますと、これはよく言われる言葉であって、歴史のある言葉で
す。みなさんもご存知のことと思います。昔のように言えば、文学と武道の両立というような意味合いになる
のかなと思います。今風に言えば、学力と体力という言葉で言い換えられるかと思います。今から 10 年ほど
前は、有田市の子供たちの学力と体力は、大きな課題になっておりました。その当時の有田市の児童生徒の学
力や体力は、全国平均はおろか、県平均にも遠く及ばなかった。そんな時期がありました。和歌山県内 30 市
町村ありますが、その中でも低い位置にありました。近年、教育環境の整備や先生方の指導の力もあって、学
力も体力も向上の一途をたどっています。全国学力学習状況調査というものが毎年４月に行いますが、その中
の学力テストですね、それでは、有田市の子どもたちの平均点というのは、県平均よりも高くて、全国平均よ
りも高くなってきています。しかしながら、年度によって多少の上がり下がりはまだあります。そういったと
ころで、コンスタントに好結果を出しているとは言えないような状況にあります。市内の 4 中学校のそれぞれ
の成績も固定化しておらず、偏りがみられない状況です。学力面においても、全国トップクラスになれるよう
に取り組みたいと思っております。これが文武両道の【文】の部分になります。 

次に【武】の部分ですが、体力ということで考えていきたいと思っております。全国調査である全国体力テ
ストでは、平成 20 年度前後において、中学校は県内では最下位程度の成績でした。ただ、現在では県平均や
全国平均を上回る好結果となっていますが、種目別にみると、例えば 50ｍ走は平均より低い結果になってお
り、種目によっての偏りはみられる状況です。また、部活動です。部活動も体力に関係するのでお話させてい
ただきますが、いろんな大会で好成績を収めている種目があります。特に柔道、剣道、相撲、空手といった武
道と呼ばれる種目において、県大会や近畿大会、全国大会でも好成績を収めており、それが伝統になりつつあ
ります。統合することによって各部の部員が多く見込まれ、より部活動の活性化が図れるのではないかと思っ
ております。新中学校においても、武道を中心に、他の部活動においても相乗効果で活性化させ、全国レベル
の部を育てていきたいと思っています。そして、武道によって育まれてくる、礼儀や礼節、思いやり、感謝と
いった、【美徳】を、校風として培っていきたいと思っています。 

  以上のように、学力も体力も、全国トップレベルを目指せる学校を創りたいと思います。 
  もう一つは、ICT 教育です。これについては、近い将来ＡＩやビッグデータの活用ですね、必要な情報が必

要な時に提供されるようになって、ロボットであるとか自動走行の技術で、少子高齢化や地方の過疎化、貧富
の格差が克服されると言われています。そのような時代の到来を受けて、コンピュータや人工知能の普及や価
値がより一層大きくなってくると考えられます。このようなことから、有田市の子どもたちには、ICT の活用
の基礎的な技術、または AI やビッグデータからの情報を収集して活用する力の育成を目指して、将来の社会
変革を見通したうえで、教員の確保や施設設備の充実を図ることを目標にしています。 

このように、文武両道と ICT 教育の推進を、新しい学校のコンセプトとしていきたいと思います。 
  ICT、コンピュータの時代となってきますと、忘れてはならないことですが、そんな時代だからこそ、より

一層「人」が大事になる社会になってくるだろうと考えられます。教師と子どもが向き合って、子どもの特性
に合わせたきめ細やかで、ぬくもりのある教育。これを忘れてはなりません。このようにしていくことがもち
ろん大切だと考えています。 

  以上のように、文武両道と、ICT 教育の推進をコンセプトに掲げて、やっていきたいと思います。 
 
３．議事 
会長      それでは、議事に入る前に、今回の委員会の内容について、事務局より説明がございます。よろ



3 
 

しくお願いします。 
事務局     失礼します。前回の第１回の準備委員会で修正されました準備委員会要綱につきましては、本

日の案内と一緒に送らせていただきました。それから、前回の第１回の準備委員会から２ヶ月の
間にいくつもの部会を経過しました。今日の資料の一番最後に参考資料として付けております。 

       特にその中で、本日の議題１番、２番になっておりますのが、推進部会からの提案です。この資
料をまとめておりますと、いくらか複雑な内容もございました。説明に時間がかかりそうな資料
もございましたので、再度、前もって資料を送らせていただきました。目を通していただけてい
ると思いますが、わかりにくい点については、質問してください。したがって、この一つ目、二
つ目の説明については、推進部会長を中心に説明をいただきますが、事務局の方も補足をしなが
ら議事を進めていきます。どうかよろしくお願いします。以上です。 

 
 （１）新中学校名選定方法について 
会長      それでは、次第に従いまして、議事に入らせていただきます。 
        まず、新中学校名選定方法について、統合推進部会長並びに事務局より説明をお願いします。 
推進部会長  それでは、議事の１番目、新中学校名選定方法について、統合推進部会で話し合い、まとめた原

案を報告させていただきます。資料 1-1 をご覧ください。 
新中学校の名前の決定方法は、この第２回統合準備委員会で決定するということで、統合推進

部会からの原案を報告させていただきます。 
新中学校の校名決定に向けて、原則は公募で行うこととします。児童・生徒、保護者、それか

ら一般市民から公募して行います。そして、公募にあたっては、学校名に条件は付けずに、まず
は広く公募するということです。その公募の手法及び新中学校名決定方法の流れですが、まずは
公募を行います。次に公募で出てきた案を、この統合準備委員会で目を通して、数候補にまで絞
り込み、公開します。その公開したいくつかの学校名について、児童・生徒、保護者、一般市民
からパブリックコメントを求めます。そのパブリックコメントを参考にして、最終的にこの統合
準備委員会で名前を決定する。こういう流れになります。こういったことが統合推進部会で話し
合われました。新中学校名の決定については、年を明けた来年１月の第４回統合準備委員会で決
定します。決定については、多数決ではなく、統合準備委員会での協議により決定するというこ
とになります。第４回の統合準備委員会で新中学校名が決定した後ですが、教育委員会に報告し
て、教育委員会では、定例教育委員会と総合教育会議で協議・調整して、市の方針として決定し
ます。最後は、有田市立小学校中学校設置及び管理条例の一部改正を行い、有田市議会に提案さ
れ、可決されれば正式決定となります。これが、有田市議会に２０２０年の３月議会を目指して
います。 

その次に、募集要綱です。主なことだけ掻い摘んで説明します。募集の対象者は、各学校の児
童生徒、保護者、教職員、一般市民から応募を募ります。応募用紙については、学校でも配布し
ますが、市役所、教育委員会、市民会館、有田市内各公民館、文化福祉センターにも用紙を置い
て広く公募をすることになっています。その次に、資料 1-6 ですが、新中学校名の公募を始める
ときの「なぜ公募をするのか」「どういう学校を目指しているのか」を再度周知説明するための説
明文の案となっています。ここまでが、先日行われた統合推進部会で話し合い、統合推進部会と
して決められたことです。事務局から補足があれば、よろしくお願いします。 

事務局     ありがとうございます。補足というよりも、ややこしい点があったかと思うので、校名の選定
方法について、再度確認・説明させていただきます。 

まず、生徒、保護者、教職員、一般の方から公募を行います。１０月１７日から１１月１５日
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の約１か月の間、募集します。それで、たくさん集まってくるなかで、この準備委員会で５つか
６つぐらいに絞りたいと思います。その絞った５つか６つの候補をあらためて広報し、公表しま
す。それについて、意見をいただきます。これが、パブリックコメントとなります。このパブリ
ックコメントをいただいたうえで、再度この準備委員会で最終決定する。決定したあとは、教育
委員会や総合教育会議あるいは市議会で可決されて、決定になる。こういう流れになります。こ
こが少しややこしかったように思いましたので、補足させていただきました。よろしくご協議お
願いします。 

会長      以上、説明がありましたが、この点につきまして、ご意見ご質問等ございませんか。 
委員      パブリックコメントのことなんですけれども、広く意見を聞くと言われていたんですけど、有

田市立の新しい中学校を建設するということになりますので、パブリックコメントの地域を有田
市内の住民の方とか、限定するのかどうかをお聞かせ願いたいと思います。 

推進部会長   その点については、有田市の児童・生徒、保護者、教職員、一般の方というのを有田市在住の方
と考えております。 

委員      はい、ありがとうございます。 
委員      公募を行った後の統合準備委員会での決定というのは、１つに絞り込むということですか？ 
事務局     パブリックコメントをいただいた後は、一つに絞ります。 
委員      その後の委員会では、一つに絞った案について話し合っていくということですか？ 
事務局     準備委員会の案として決定したということで、進めていきます。 
会長      推進部会長、よろしいですか？ 
推進部会長   はい。 
会長      ほかにございませんか？ 
副会長     ２千通、３千通とか来たとして、その中の意見が６つも７つも８つも出てきて、これを一つに

できるんですか？ 
推進部会長   主だったものは５つ６つと言っていますが、パブリックコメントを参考にして、この場で１つ

に絞り込めばよいので、この場次第と思います。 
副会長     この場でまとまらなかったらどうなるんですか？ 
 
推進部会長   話し合いで１つにまとめないといけません。 
委員      この場に持ってくるのは２つ３つあってもいいんじゃないですか。それらに対して、賛成多数

で決めるとか。 
推進部会長   この場で、５つ６つ出てきたものを、パブリックコメントを参考にして、審議します。 
委員      この場には５つ６つ出てくるわけですね？それらについて、このメンバーで１つに絞り込むわ

けですね？ 
推進部会長   そうです。 
委員      では、パブリックコメントを募ってから４つないし５つの候補を出すと。そしてこのメンバー

で１つにすると。 
副会長     納得しました。 
 
会長      今の選定方法について、これでよろしいでしょうか？ 
全員      異議なし。 
 
 

（保護者代表） 

（地域代表） 

（地域代表） 
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 （２）新中学校制服等選定方法について 
会長      次に 2 番目の新中学校制服等の選定方法について、同じく統合推進部会長及び事務局より説明

をお願いします。 
推進部会長   資料２－１をご覧ください。これも統合推進部会で話し合った案をまとめたものです。まず制

服等の選定方法ですが、制服については、基本は保護者、教職員の方に様々な制服から選択して
頂く、そのためデザインコンペに近い形での選定方法したいとうことで、デザインコンペを第 1
回目と第２回目と 2 回に分けて開催するような流れになります。後ほど具体的なスケジュールに
ついては、説明します。体操服についても制服と同時に選定していきたいと考えております。靴、
上履きと体育館シューズについては、上履きと体育館シューズを一つにするのか、それぞれ別々
に上履きを選び、体育館シューズも選ぶというのは決定してないですが、メーカーから取り寄せ
たサンプルやカタログを元に、これは生徒指導部会で選定し、その後最終的には統合準備委員会
で決定します。鞄については、メーカーから取り寄せたサンプルやカタログを元に生徒指導部会
で選定し、最終的には統合準備委員会で決定すると３番と４番はよく似た手順を取ることになり
ます。 

事務局     今から説明して頂く中に制服について我々がぴんとこないことが出てきます。制服のスタイル
について、アンケートを取るという言い方があります。これはどういうことかというと、我々は
詰め襟、セーラー服が馴染み深いですが、あとブレザー型の制服あるいはスーツ型の制服という
言い方が出てきます。これらについても実物を見ながら保護者にアンケートを取るという説明が
この後あるのですが、イメージが沸きにくいと思います。メーカーの１社がカタログをくれてい
ます。4 部ありますので、少し見て隣の人に回していただけたらと思います。以上です。 

推進部会長   ２番のスケジュールの説明をさせて頂きます。本日の第２回統合準備委員会で、この制服等の
選定方法について、またそのスケジュールについて今日この場で承認して頂き、２０２０年、来
年の２月に複数の制服メーカーの第１回目の展示会を行います。展示内容については、スタイル
別、例えば詰め襟、セーラーになるのか、スーツになるのか、ブレザーになるのか、そう言った
スタイル別、あと夏冬別の制服、夏冬別の体操服の展示会を開催します。それを現小学校４年生
以下、保育所、幼稚園を含む保護者と小中学校の教職員を対象にアンケートを取ります。展示会
に来場出来ない保護者等への対応として、メーカーに制服の見本写真のデータを提出してもらい
ます。翌３月にアンケート結果を制服のメーカーに送付して、それを元に各社のサンプルを作成
してもらいます。各社のサンプルを作成してもらう場合に、アンケート結果を踏まえて各社の特
色とか有田市のイメージを活かした制服を作ってもらうということを要望して行きたいと考えて
おります。 

１枚めくって頂き、資料２－１の裏側をご覧ください。２０２０年の７月、２回目の複数の制服
メーカーの展示会をします。２回目の展示会は、各メーカーの英知を絞った代表作品を出しても
らいます。夏冬別の制服のサンプル、夏冬別の体操服を出してもらいます。第２回目の展示会に出
された制服であるとか、体操服のサンプルを見て再びアンケートを実施します。それと平行して
２０１９年１０月から２０２０年９月まで約１年間かけて生徒指導部会の方で靴、鞄等について
選定していきます。これも靴、鞄については、部門別に調査研究をして販売店、メーカーと相談協
議しながら選定していくことになると思います。来年の１０月です。この場、統合準備委員会で最
終的に制服、体操服、鞄、靴について決定します。この第２回目の２０２０年７月でのアンケート
を参考にして来年の１０月にこの場で一つに絞り込んで行くという形になります。 

２０２０年の１２月以降は、一点に絞られた制服、体操服、鞄、靴の仕様について、より使い勝
手の良い機能的な物にするために微調整を行います。２０２１年１月に制服、体操服の仕様を決
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定し公開します。この時は、統合準備委員会ニュースなどで公表します。決定したサンプルを公共
の場所に、展示して現物を見てもらいます。その次の１年後になるのですが、２０２２年の２月に
は、実際に各小学校で２０２２年４月に中学校へ入学する子を対象に採寸、納品をして２０２２
年の４月から新１年生は新しい制服で、それぞれ４つの中学校へ登校します。まだ、この時点で
は、学校は一つにまとまっておりませんので、２０２０年の新１年生からは新しい制服で今ある
既存の４中学校へ入学するとなっております。あと、校章とかワッペンとか付随するのもにつき
ましては、デザインの確定後対応していくということで原案はなっております。この前の統合推
進部会で話し合った内容は以上ですが、事務局より何か補足あればよろしくお願いします。 

事務局     はい、これもスケジュールが大変ややこしいため再度確認させて頂きます。靴、鞄については
おいといて、制服、体操服に限って説明させて頂きます。現在、市内の４つの中学校で同じ学生
服、セーラー服を着ているようで、実はメーカーが、出入りの業者が４社あります。日本中でも
この４大メーカーと言われるメーカーがそれぞれ仕入れ業者を通じて入っております。統合する
ということで４大メーカーが情報を聞いて、カタログを持って来てくれたり協力させてもらうよ
と挨拶に来てくれたりしています。このデザインコンペという言い方をしておりますが、要する
に品物を見て、アンケートで意見を聞くという形のことですけども４社が協力してもらうことに
なります。２回展示会を行います。１回目は、各社１種類程度で、とにかくセーラー、詰め襟、
ブレザー、スーツというような、これがスーツを言われる制服なんや、これがブレザーの場合の
制服の形なんやと知って頂く程度の展示会を行います。 

これで次にある資料２－２、まだ説明を行っておりませんが、基本アンケートをとります。ここ
で言うアンケートをとる保護者とは、現在の小学校４年生以下の保護者です。保育所、幼稚園の保
護者も含みます。つまり当事者の保護者に見に来て頂いて、アンケートをとります。ここで制服の
イメージのどんな点を重視したいですかとか、新制服の特に考慮してほしいところ、機能性や経
済性のところの投票が多くなるかと思うのですが、そういう基本的なアンケートをとります。肝
心なポイントの男子で言えば詰め襟、ブレザー、スーツどれが良いと思いますか、女の子で言えば
セーラー服、ブレザー、スーツでどれが良いと思いますかという質問項目もあって、これを元に例
えばブレザーの人気があった場合、ブレザー型に絞ります。ブレザー型に絞ったら今度は４大メ
ーカーに、ブレザー型でサンプルを用意して下さいということでお願いします。それが２回目の
本気の展示会になります。今度はこの中でどれが一番良いのかと、２回のアンケートとあります
が、投票になります。同じ保護者の皆さんの投票になります。それぞれのメーカーで２種類、３種
類出してくるかもわかりませんが、そのうちの一つに、人気投票になるのかなと思います。その時
には、こんな素材ですよとか雨が降ってきても水をはじく素材になっていますとか、臭いがつい
てもすぐに臭いが無くなりますとか、私もメーカーの展示会に行っていたのですが、我々の子ど
も時代、あるいは私らの子育て時代とは違う進歩のしかたをしていました。そういう各メーカー
のプレゼンも展示会では聞けることになっているし、各メーカーから売りの部分のパンフレット
を作ってもらおうと考えております。それを見て人気投票の形になるのかなと思います。最終こ
の準備委員会で、この制服で行きましょうと決定して頂くのですが、制服に関しては保護者の投
票というのが重要な意見になるのかなと思っています。制服、体操服といいますが、２種類ではな
いです。制服についても夏冬、体操服についても夏冬とございます。何種類かの展示が行われると
いうことになります。以上補足でした。 

推進部会長   資料２－２、これは、１回目の展示会のアンケートです。保護者とか子ども達とか、教職員の志
向や方向性を探るアンケートです。その後ろに資料２－３がついていますが、これも２０２０年
２月、第１回目の展示会を行うときにアンケートを配布する際に、アンケートの頭に付ける資料
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になります。今後のアンケートを通して、どのように制服を決めていくのかを示したものです。
資料２－２と２－３につきましては、２０２０年２月の第１回の展示会の前に配布するという形
になります。以上です。 

会長      説明が終わりましたが、この点について、何かご意見等ございますか？ 
委員      はい。２点ございます。最終の展示会の２番目、２０２０年７月の時には、その制服であった場

合いくらなのか、きちんと金額が示されるのかどうかが、１つ。それと、高額になってくるので、
有田市教育委員会と有田市として、入札をしなくても大丈夫なのか。以上２点について聞かせて
ください。 

会長      以上の点について、お答えください。 
推進部会長   １点目と２点目については、この前、統合推進部会が２回目あったばかりで、そこまで詳しい

ことはまだ決まっておりませんが、話の中では、保護者が制服を選定するに当たって、価格は重
要な要素なので、これまでに価格も明示していただきたいとは話題に出ていました。 

副会長      ちょっといいですか？制服の話ばかりが先に進んで、値段が一番大事です。ブレザーやらなん
やらと出てきますが、それだと高い制服だったらとてもじゃないが、親が用意できない家庭もあ
ります。先生達はその点どのように考えてますか？ 

推進部会長   はい。その辺もメーカーとの打ち合わせの際に、価格帯についてもリーズナブルで価格に左右
されずに選定できるように提示して頂きたいと要望をしていかなければならないとは思っており
ます。 

副会長     今の話聞いてたら、ブレザーやら業者がどうやら、高い制服になるんじゃないかと思えてきま
す。今の中学生入学者は、卒業した子から制服をもらっている家庭も多い。先生たちの話は、制
服が１０万円越えてくるように聞こえます。値段を先に提示してやらないといけないのではない
でしょうか。 

推進部会長   高い価格にならないような話し合いを、今後メーカーとしていく予定です。 
副会長     今の中学生の制服は４，５万円です。デザインの話だけが先に進んで行くのではなく、先に値

段を出さないといけないでしょう。 
推進部会長   値段の方については、出来るだけ早急にだいたいの目安の価格帯をメーカーと打ち合わせして

提示出来るようにしていきたいと思います。 
会長      ちなみに、現在の詰襟・セーラー服の１着の値段はいくらか教えてください。 
事務局     大体、３万～５万です。メーカーに「ブレザー型になったり、スーツ型になったら値段は大き

くかわるのか」と聞いたら、「そんなに変わらない」と回答を頂いています。価格は、制服が決ま
った時に示すのではなく、２回目の展示会の時に、先ほど申し上げたように、素材や希望小売価
格といったところも表示してもらうように考えています。 

副会長     何よりも先に値段を提示してあげるべきです。 
 
会長      現在の制服の値段も参考になるし、選定の過程で、おのずと値段も出てくると思うので、その

ときそのときに検討ください。 
副会長     先に制服ばっかり話するのではなく、価格帯を公表してください。生活保護の家庭もあるのだ

から。それを考えてやらないといけないでしょう。 
推進部会長   まず第一回目の制服の展示会に向けての話が十分に進んでいない段階なので、それも含めて、

メーカーと協議して、出来るだけ早めにお示しできるようにしたいと考えています。 
委員      子育て支援という形で、市から補助は出せないのか？ 
事務局     先ほど副会長からもお話がありましたけど、経済的に困っているご家庭、市で準要保護・要保

（地域代表） 

（地域代表） 

（地域代表） 

（地域代表） 

（地域代表） 
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護に認定しているご家庭については、既に新入学に対する補助がありまして、すべてとはいきま
せんが、新入学に関する一部をまかなってもらっています。あと、入札に関する事ですが、保護
者に買っていただきますので、市の方では入札はありません。 

副会長     聞いたのは、ひとつの業者だったら、入札は不要だが、ＡもＢもＣもとなれば、入札は必要でし
ょう。 

事務局     市での入札という行為はありません。 
会長      資料２－２基本アンケートのクエスチョン２のポイントについてですが、１番から９番までが、

若干イメージが沸きますが、１０番の多様性というのは、どんなイメージなんでしょうか？ 
推進部会長    性の多様性、ＬＧＢＴの問題ということです。外見は男の子だが内面は女性だとか、その逆の場

合もしかり、そのような子ども達にも対応できるように、スカートとズボンを選べたり、女の子
だが、セーラーではなくカッターシャツとズボンを選べるとか、そういう意味での多様性を重視
するかということを広くアンケートで聞きたいということです。 

会長      今、話して頂いたら理解できたが、このままだと、どのように解釈したら良いのか、疑問を持
たれるかと思うので、気に掛かりました。 

推進部会長   表現について、もっとわかりやすいように検討します。 
会長      その他、ありますか？ 
副会長     新しい学校造ったら、新しい制服にするが、新しい学校ができたとしても、公立の学校なので

お金がないということになってはいけません。先生たちの言葉を聞いていると、どことなく冷た
い言葉に感じます。物言っているだけで中身がないように思います。 

会長      ご意見も参考にしながら、努力をしっかりとやっていただきたいと思います。それでは、選定
方法については、これでよろしいですか？ 
それでは次に、３番の「第１回地域・ＰＴＡ部会」の報告について、地域・ＰＴＡ部会長より、

説明をお願いいたします。 
 
 （３）部会報告 第１回地域・ＰＴＡ部会から 
地Ｐ部会長   第１回地域・ＰＴＡ部会を、８月８日に消防本部５階の会議室にて行いました。そのときの内

容につきまして、簡単にご説明させて頂きます。会では、通学方法と通学路の話が主なものでし
た。通学方法につきましては、質問としまして、公共交通機関を利用する場合の補助であったり、
スクールバスの運行距離等について質問がありました。このあたりにつきましては、事務局の方
から説明がありました。なお、現在の箕中校区の生徒についても、スクールバス等については公
平にしてほしいとの意見がありました。今回、主に話になったのは、通学路についてです。通学
路の危険区域、危険場所を最優先に把握しなければいけないだろうということで話になりました。
どの道を通るか、また天候によって移動方法が変わっても良いのかなどの質問がある中で、危険
区域、危険場所をどのように把握するか、まず教育委員会の方でマップを用意して頂き、そのマ
ップに危険箇所の印をつけていくということですが、これについては、地域・ＰＴＡ部会でする
のか、それとも、小学校４年生以下の保護者の方々の協力を得ながら、危険箇所を把握していく
のか。これについては、次回の課題となっております。簡単ですが、以上です。 

副会長     地Ｐ部会長、せっかくいい話をしてくれたのに、資料が１枚もないので、わかりにくいかと思
いました。ＰＴＡとしたら、通学路の安全面は、学校ができてからも課題は出てくると思います。
むしろ、学校ができてからのほうが、課題が多く出てくるように思います。だから、まずはでき
るだけ、危険箇所の把握に努めたいと思います。 

会長      他に質問はありますか？ないようですので、４番の新校舎建設について、事務局から説明をお

（地域代表） 

（地域代表） 

（保護者代表） 
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願いします。 
 
 （４）部会報告 新校舎建設について［統合推進部会・養護事務部会を経て］ 
事務局     新校舎の建設について、統合推進部会・養護事務部会で先生方の意見を聞きました。というの

は、例えば理科室のことは理科の先生が詳しい、図書室の造りやアイデアについては図書の先生
や国語の先生が詳しい、保健室の造りや備品については養護の先生が詳しいということで、各専
門の先生方の意見を新校舎建設の参考意見として聞きました。そういう会議を持ちました。それ
から、肝心の建設場所等について、施設担当から説明させていただきます。 

事務局     施設担当です。私からは新校舎の配置について説明させていただきます。先ず、資料３をご覧
ください。航空写真の資料となっています。その中で赤い線で囲まれた部分、これが現在の箕島
中学校の敷地になります。青で塗っている長方形が新統合中学校の校舎と体育館という風に考え
ています。現在の敷地で言いますと、現在のプールや武道場の辺りに新校舎を配置しているのが
この図であります。このプランに至った経緯をご説明いたします。その資料にはないのですが、
最初に浮かぶのが、既存校舎の位置に新校舎を建設するならどうなるのか、先ずそこから考えま
した。当然、既存校舎の解体撤去作業をしてから、新校舎建設を行うことになりますので、そう
なれば仮設校舎を建設したり、そこに引っ越しする作業など、新校舎建設にかける以外の経費が
かかるうえ、運動場の形状が今と大半変わらず、できる部活動が今までとあまり変わらないので、
箕島中学校の在校生の学習環境が、振動や騒音によって長期間にわたり悪化する割には利点があ
まり感じられないプランになるのかなと思います。 

次に運動場の南側、河川側に新校舎を建設するプランを考えました。市役所や文化福祉センタ
ーと同じように、国道からのアクセスが便利で、一見すごくいいプランに思うのですが、学校とい
う施設は、採光・日の光が教室に十分に採れないといけない施設であります。堤防に近いという所
で、堤防の下、１階や２階部分に関しては、教室としては採光をあまり期待できない暗い教室にな
って、計画しにくいプランになるのかなと思います。また、河川に近いということもありまして、
子供たちを預かる施設としては、あまり適切な位置ではないのかなと考えます。また、そういう風
に建てますと、残された運動場の形が今よりもデコボコになりまして、グラウンドの計画として成
立しにくいものになりそうです。 

次に、資料３に示しているプランですが、運動場北側に配置したプランは、既存校舎から離れて
いますので、工事中も在校生の教育環境に与える影響が少ないと思われます。当然、仮設校舎が不
要であり、余計な経費が不要であります。これが一番大きいと思うのですが、運動場の形が今より
も良い形で整形となり、部活動の利便性がさらに良くなると思います。実際に計画を絵に描いてみ
ますと、現在よりもできる部活動が増えるかと考えられます。大きく言えば、このような点でこの
プランが最適であると部会で考えた理由であります。 

次にこのプランにした場合の通学ルートですが、この位置に校舎を配置した場合、校舎の正門
は北側に考えております。現在、コーナンの道を挟んで前くらいになると考えております。通学の
自転車は、今までと変わらず西側・神社側から進入して駐輪できるように考えております。北側の
正門にはロータリーを配置して、また来客用の駐車場も併設して、スクールバスが来るとした場合
には、自転車とバスが重ならないように生徒の安全には配慮できると考えております。通学ルート
に関係ないのですが、あまり望まないことですが、雨天時の保護者の送迎が今よりも多くなると予
想されますので、例えば、市民会館の西側の通路を利用して学校敷地内に誘導することも可能なの
かなと。生徒と通学ルートが分離できて、生徒の安全に配慮できるかと考えております。以上で新
校舎の配置の説明を終わります。 
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会長      質問等ございますか。 
教育委員     玄関ロータリーの所に武道場というかあると思うのですが、これは取り壊すということですよ

ね。 
事務局     現在の武道場は取り壊します。 
教育委員     体育館と武道場の合わせた部分、校舎体育館のどういう風な形に体育館というのか武道場とい

うのか併設するものを持ってくる予定なんでしょ？  
事務局     そうです。 
教育委員     という事は、１階にそういう部分ができて、２階・３階になるのですか？体育館と武道場の建

物の面積を見た感じでは、１階くらいの所へ体育館と武道場を入れてしまわなければ面積自体を
確保しにくいのではないか。２階・３階が教室をいう考え方になるのですよね？ 

事務局     まず、現在の校舎の幅と青色で囲った幅が、青色の方が倍くらいの幅があると思うのですが、
一般的に片側廊下で教室が並んでいる昔ながらの校舎ではなくて、教室が南側に配置される、そ
れを挟んで北側にも特別教室や会議室など日の光にあまり影響しない教室を考えています。その
間を連結する廊下については、狭い廊下ではなく多様性を持った広いものにしたいと考えており
ます。体育館と校舎については分離するのではなくて、引っ付ければ共有の部分も活用できると
思いますので、まだ具体的には考えておりませんが、引っ付ければ面積も少なく済むと考えてお
ります。 

教育委員     なるほど、そういうことですか。わかりました。 
副会長     一つ聞きたいのですが、糸我・宮原は有田川の土手の所を通ってくるようになっていますけど、

下の道は通ったらいけないことになっていますか？ 
事務局     下というのは、望月港線ですね。そちら側を来ていただいてもいいのですが、北側の玄関に入

ってしまうのであまり好ましくない、車と接触することもあるので、できれば市役所の方から回
ってもらって西側の駐輪場に止めてもらうと考えております。 

副会長     わかりました。 
 
副会長     屋上へ避難場所は造るのですか。 
 
事務局     避難場所にも体育館を活用できるように考えていきたいと思っております。 
副会長     造らければいけません。今まで市民会館も消防も造ってないのだから。なぜ屋上へ避難場所を

造らないのかと市民からの声が出ています。４～５年前から新しい建物を造っている、そとはま
保育所もそうです。なぜ上に避難場所を造ってくれないのかと、そんな話も出ています。今度の
新しい中学校には避難場所を造るようにしてくれないと。ここから山へ逃げるとなったら大分か
かります、屋上へ逃げるような設計にしてくれたら有難いです。 

事務局     はい、長期の避難場所に対応できるように考えていきたいです。 
副会長     統合中学校の上をヘリポートにしていただきたいと言ってきたこともやってください。 
 
委員      すみません。今、ＰＴＡ部会で通学路について話し合いをしていると思うのですが、これって

通学路が決まっているという事ですか？これを主にして通学路を考えろってことなんでしょう
か？ 

事務局     一応、通学路は限定したものでなくて、校舎の配置をご説明させていただきました。ここに配
置した場合、こういう風な通学路が考えられるのかなという提案でございます。 

委員      というと、これはまだ校舎の位置はまだ変わる可能性もあるということですか？ 

（保護者代表） 

（地域代表） 

（地域代表） 

（保護者代表） 

（地域代表） 
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事務局     校舎の位置は、推進部会で賛成していただいたので提案しました。 
委員      校舎の位置はここという事ですね。じゃあ、この赤で自転車ルートと書いてある所は何です

か？今、ＰＴＡ部会で通学路について話をしてる途中なんですけど、どういう事なんでしょうか？ 
事務局     すみません、よろしいですか。ひとつの例だと思うのです。こういった場合、こういった事が

考えられるという今時点のものだと思うので、色んなご意見をいただいて、ケースバイケースで
対応していただいたらと思います。今回は詳しい設計だとかそういったイメージじゃなくて、校
舎はこの辺に建てるという事をご了解いただけたらと、それから詳しい設計とかを皆さんのご意
見をいただきながら決定していくという運びなので、詳細については全て決まっている状況では
ありません。 

委員      それじゃ、ここに建てるのは建てるという事なんですね？ 
事務局     そうですね。皆さんにご了解いただければ、ここで進めて行きたいなと。 
委員      今決めるという事ですか？ 
事務局     ご了解をいただいて、最終的には市が決める形になりますが、全然知らないという事にもいか

ないと思うので、この場で方向性というのを付けていただいたらなと思います。 
委員      敷地面積は、先ほども言われてましたけど、そんなに大きくないように思うのですけど。生徒

さんが結構増えるのじゃないのかなと思うんですけど、これはいけるんですかこの面積で。 
事務局     延床面積ですね。現箕島中学校は延床面積が 6500 ㎡ぐらいです。今回考えているのは、それ

以上 7000～8000 ㎡近くの床面積を考えております。これは、当時マンモス校であった時よりも
生徒数が少ないので十分広いと考えております。 

委員      この場で、今第２回でしたっけ、この段階で各部会の方で色々進めておられる、これは分かり
ます。でも、ここでこういう風に考えてますというのと、これからこういう風にしていきたいと
いう決定事を分けていただきたい。決定事は我々がこの場で決めるのじゃないのですか。それが
混同してしまって分からないんですよ、どれをここで協議して決めるのか。メモもないし、これ
だったら分からない。委員さんが言われたこともごもっともだと思います。何をどうしていいの
か、先ほどの校舎の図面は「今こういうイメージでやっております、まだ全然進んでません」そ
れで終わりですよね。それで皆さんのご意見を聞きたいという話だったら分かります。でもどこ
までが決定事項で、どこまでが決定してないのか。で、皆さんこういう形をどう考えますかとい
う事で案をもらうのか。全然分かりません。だから、一生懸命各部会でなされていたことが、無
意味になってしまう事が恐ろしい事です。僕らに伝わってきません。だからトントン拍子にいっ
たら、知らぬ間にこうなったんだとか、そういうようにはなってほしくはないです。以上です。 

会長      はい。 
副会長     ある程度、校舎はここに建てます、工事の大きさとかそんなことはまだわからない。一応ここ

になりますよというだけの、まあ言ったら形です。はっきりしたどんな建物になるかもわからな
い。一応ここに建てたら、子供たちが犠牲になりませんよという案です。ルートも一応ここでと
いうのも、部会になったら「ここだったらいけない、変えましょう」っていうのはあると思いま
す。仮に出しているだけでしょう？ 

事務局     そうです。この先、設計士が決まって、その方の提案というのが出てくると思うのです。そこ
から具体的な平面図ができて、こういった校舎になりますという風に話が進んでいきますので、
とりあえずこの絵は委員さんが言われたように、この辺りに校舎を建てればこういう風な活用方
法ができるというような提案です。 

副会長     ここに建てたら一番便利やということですよね。 
 

（保護者代表） 

（地域代表） 
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会長      総合的に校舎体育館の位置は、採光問題とか通学問題とかその他諸々を考えた上で、その段階
では一番ベストだという状況だと思われるのがいいと思います。今、この機会にこれもいいのと
違うかという意見があれば言っといていただきたいと思います。 

副会長     この校舎、体育館の位置は、素人の人には分からないと思いますが、建設に携わった人ならこ
こがベストと思います。私も建設の仕事をやっていますが、ここがベストだと思います。 

会長      一応、今般このような形で終わらせていただきたいと思います。 
 
  （５）その他 
会長      その他なければ、事務局より何かございませんか？ 
事務局     今の資料３の２つ手前の、資料２-3、2-4 についての説明が抜けましたので。資料２-３は第１

回目の制服についてのアンケートを取る時に、この細かい字では分かりにくい、説明が書いてる
んですけども分かりにくいと思ったので、一緒に嚙み砕いて付けたいなというのが資料 2-3 です。
「こんな順番で制服って決まっていく」ということと、「令和４年４月の新しい１年生はその制服
で入学式を各中学校で迎える」と分かりやすく表現いたします。今日は学校名・制服のスケジュ
ールがややこしかったと思うのですが、少しでもわかりやすくと思って資料 2-4 のスケジュール
表を作りました。こんな段階を踏んで作っていきたいので、これを見ていただけたらと思います。
それから写真資料の次になります修正資料 1 というのは、前回の準備委員会で提示した組織図で
すけども、変更がありましたので変えています。赤字の所です。統合推進部会では制服だけだっ
たのですが、体操服も一緒に進めてまいりますということを前回確認しました。従って、生徒指
導部会にあった体操服を消しました。通学方法についても統合推進部会でということであったの
ですが、ＰＴＡの代表の方たちが出席してくださる地域・ＰＴＡ部会で、先ほどから出ている通
学路・通学方法について原案をここで作っていこうというような変更があったのが修正資料 1 で
す。それから細かくて申し訳ないのですが、修正資料 2 の方は、今言ったことが矢印の中で修正
されていたり、下から 3 つ目の教育課程部会、この部会はまだ開催していないのですが、部会長
のご意見をいただいて、「教育計画はもう少し早く立てた方がいいのではないか」と。「教科によ
ってはギリギリだと未履修となって、統合した時の 3 年生がうちの学校はまだ習ってないよとい
うような事が無いように、もう少し早く教育計画は立てた方がいいのではないか」と。その通り
だということで、訂正させていただきました。私からは以上です。 

事務局     教育委員会主催で、昨年秋に統合の説明会を開催させていただきました。その後、準備委員会
も開催していろいろな事が進んでおりますので、その進捗状況を地域に出てご説明・ご報告させ
ていただきたいと思っております。市内中学校区に分けまして 4 地区で、来月 10 月から開催し
たいと思っております。また日程等調整させていただいて、ご連絡いたしますので委員の皆様方
につきましても、ご出席またご協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

事務局     今日の資料の一番下に次回の委員会の日程、11 月 19 日火曜日に予定させていただきたいと思
います。先ほどの学校名の集計が 11 月 15 日締め切りでこれだったら間に合う、さらにこれより
後になるとみかんで忙しくなってくる時期でもありますので、この辺がギリギリかなと思います。
お忙しい方、都合の悪い方がいらっしゃるかもわかりませんが、これでご了解お願いしたいと思
います。 

会長      それでは、本日は長時間にわたりご協議いただきましてありがとうございました。以上で本日
の会議を全て終了いたします。ありがとうございました。 

（地域代表） 


