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第３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１１月１９日（火） 
 19:00～20:00 

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（代理） 奥村 裕 〇 

保護者代表 仲二見 誠 〇 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３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。昼間お疲れのところ、ご足労いただき、本当にありがとうございます。本日が、第３

回目の有田市立中学校の統合準備委員会ということになります。季節が冬に傾いてきております。昨日一昨日
は暖かい気候であったのが、今日になって冷え込んでおります。どうぞ、お体には十分にご留意をしていただ
けたらと思います。 

  本日の議題ですが、新中学校の名称関係ということになってございます。一般の方であるとか、児童生徒、
保護者等々、８４１名の応募がございました。その中で、一定の絞り込みということと、パブリックコメント
の募集についてご協議を願いたいと思います。その前に、教育総務課長より、統合の進捗状況について、各中
学校に説明に回りました。そのことについて、少しご報告させていただき、そのあとに議題に入りたいと思い
ます。あまり時間がございませんので、簡単な連絡になるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

＜教育総務課長より、中学校区説明会実施の報告＞ 
  先月、１０月２日の文成中学校区から、最後の箕島中学校区まで、４か所回らせていただいた各説明会の様
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子を簡単にご報告いたします。 
  まず、１０月２日、文成中学校体育館におきまして、参加者１５２名来られました。非常に活発なご意見を

いただきました。内容といたしましては、統合に対する反対の意見、統合することへの疑義が多くございまし
た。その中でも、「本当に４校統合するのか」ということに対し、教育長の方から、「すでに決定していること
なので、統合します」とお伝えしていただいております。 

  続いて、初島中学校区です。１０月９日に開催し、参加者は６３名ございました。４校統合につきましては、
質問はほとんど出なかったです。その後、先行統合の話をしました。質問のほとんどは先行統合に関すること
でした。先行統合に対する反対の意見や、先行統合への準備、特に交流を心配する意見等が多く出ました。先
行統合については、この会は４校統合に関する会ですので、これまであまり触れていませんので、少しだけ先
行統合についての経過を説明させていただきます。 

  初島中学校と箕島中学校の先行統合に関しましては、近年、初島中学校に入学する生徒数がかなり少なくな
ってきています。特にここ２，３年前から、現場の校長先生や地域の方、ＰＴＡの会長さん等から、先行統合
を考えていただきたいという意見が出てきておりました。そして一昨年、当時の小学６年生、現中学２年生の
子どもたちです。卒業生２５名中１４名が箕島中学校に進学するということがありました。それを受けまして、
２月に小学校を訪問し、当時の６年生の保護者の皆様にアンケートを実施いたしました。 

続いて、これはどの地域でも行いましたが、昨年７月にＰＴＡ役員さんと意見交換いたしまして、保護者や
地域の方々への説明会をさせていただいております。２月には、先行統合に特化して説明会をいたしました。
３月は、小中学校の保護者の方を対象に、アンケートを実施しております。アンケートの結果ですが、パーセ
ントでいうと【統合したほうが良い】【どちらかというと統合したほうが良い】が全体で５４％ございました。
【統合しない方が良い】【どちらかというと統合しない方が良い】が４１％、無回答が５％。このような結果が
出ております。これを受け、教育委員会といたしましても、７月２０日の会議におきまして、アンケートの結
果やこれまでの意見等を鑑みて協議しまして、先行統合を実施するという方向性を出してございます。時期に
つきましては、令和３年か４年ということで今年９月に小中学校のＰＴＡ役員さんや学校関係者と意見交換、
協議しました。先行統合するなら、いつがいいかと協議検討いただいた結果、令和４年のほうがいいというこ
とになりました。それをもって、１０月の説明会を実施しております。今後の予定といたしましては、１１月
２５日に教育委員会議を開催します。この教育委員会議で再度、先行統合について諮ることとしております。 

続いて保田中学校区です。１０月１７日、参加者５７名ございました。終了時間も早く、１時間ほどでした。
内容としては、建設的な要望や提言がほとんどでした。子どもたちの交流や通学路、スクールバスに関するこ
と等々が質問されていました。 

続いて、箕島中学校区です。１０月２１日、参加者７８名ございました。こちらも、保田地区同様、全体的
には建設的な質問や提言が出ました。災害時の校舎のことや借地に関すること、通学路の安全確保に関するこ
と等が質問されていました。 

今後についてですが、説明会においても、地域によっては統合自体に反対というご意見をいただいている中
で、地域や保護者の皆様に、もっと丁寧に理解していただくこととして、特に保護者の皆様に対しては、不安
や心配事を解消していきたいと思っていますので、統合時に中学生になる、今の小学４年生以下の保護者を対
象に、ひざを突き合わせてというんでしょうか、少人数で意見を言えるような、そんな雰囲気の意見交換会を
やっていきたいと思っております。夜となると、わざわざ出てきてもらわなくてはならないので、授業参観等
の学校の行事の後に設定をしまして、開催していきたいと思っております。以上です。 

 
３．議事 
会長      それでは、お手元にございます議題に沿いまして、進めたいと思います。 
        一番目の「新中学校名公募関係」の【①応募結果と絞り込み】について、事務局よりお願いしま
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す。 
事務局     はい。まず、今日の資料の確認と説明をさせていただきます。資料１、右上に赤丸を付けている

のが、資料１でございます。これと、一番大きいＡ３の資料。全部で１７ページあります。両面
印刷していますが、これがセットになっています。それから、青い丸をつけたのが資料２。パブ
リンクコメントの募集です。これは後ほど説明して提案させていただきますので、資料２は置い
ておいてください。戻りまして資料１と大きいＡ３の資料ですけれども、大きい方が、先日お家
の方へ「前もって見ておいてください」と郵送させていただきましたものとほぼ変わりないんで
すが、郵送後もいくつか届きましたので、少しだけ増えています。月曜日に、一般の方から３通
の応募がありまして、消印有効と判断したので、資料１の赤丸をつけた資料の上部の数字を書き
換えています。大きいＡ３の方は、届いた順番に並べてあります。これでは見にくいかもしれな
いと思いましたので、資料１を付けました。資料１の１ページ目が、応募数の多いものが書いて
おります。２ページ目からは、２票ないし１票のものを載せております。私の感想を述べさせて
いただくと、今まで、４月以来、こちらから統合に関する情報を発信するばかりでしたが、初め
て有田市民、児童生徒からの声を聴けたように思いました。小学校１年生のつたない学校名案と
いうのもあります。例えば「なかよし中学校」。しかし、理由は、いじめのない、みんなが仲良く
できる中学校にしてほしいという思いが書いておりました。そういった、大人も子供も、市民一
人ひとりが一所懸命新しい学校に向けて考えてくれているという熱意が初めて事務局に届いたよ
うに感じたので、ひとつひとつ丁寧に読んで入力しました。したがって、これについては「これ
はどうなんでしょうか」という案もあるかもしれませんが、一所懸命考えてくれた案ですので、
選考の方をよろしくお願いいたします。 

        それで、このあとの進め方ですが、今日はいくつかに絞り込むという作業になります。これは、       
前回の委員会で進み方の確認をさせていただいたとおりに進めたいと思います。いくつに絞るか
ということについても、「これがいいのではないか」と出てきた数によって、絞る数をみなさんと
一緒に考えたいと思います。基本的には、５～７つに絞れたらとイメージしていますが、はっき
りと数を決めているわけではありません。絞り方ですが、すでに家で各自選考してくださってい
るかと思いますが、もう一度、１５～２０分程度時間を取りたいと思います。近くの方と相談し
てくださっても結構です。そのあと、ホワイトボードに皆さんが選んだ案を書いていきたいと思
います。何十個も候補が上がってくるとは思っていません。その中から、特に支持が多いものを
いくつか選んで絞るようにしたいと思います。この他の議題は用意していません。次回の準備委
員会で、準備委員会決定をしたいと思います。その間、１２月中に市民の方からパブリックコメ
ントをいただくということにしたいと思います。なお、絞る前提として、この資料１をもう一度
見ていただきたいんですが、数で言うと、数が決定の要素ではないですが、【箕島】【有田】の２
案が群を抜いて多いです。そこで、この２案は無条件に候補にしたいと思いますが、よろしいで
しょうか？これが一つ目の提案です。 

（一同異論なし） 
        それでは、【箕島】【有田】の２案を候補にしたいと思います。このあと時間を取って、先行して

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上です。 
会長      今、説明があったように、個人もしくは隣同士、何人かで候補の２案以外の候補を絞っていた

だきたいと思います。 
委員      我々が提案させていただく案は、資料に載っている案でなければいけないんですか。載ってい

ないものでもいいんですか。 
事務局     はい。前回の確認では、応募いただいて、そこから絞るということでした。ただ、最終に決定す
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るときに、例えば「この案の頭に有田とつけたらどうだろう」とか、「この案に橘とつけたらもっ
とよくなるんではないか」といったご意見は、最終決定の場面でいただけたらと思います。 

会長      とりあえず、今日は資料に載っているものからお願いします。それでは、選考お願いします。 
 

（各自選考 約１０分間） 
 
会長      それでは、自分で３つ、選んだうちのひとつを言ってください。前の人と異なる案は必ず言っ

て下さい。まったく同じであれば、次の人へ回答を回してください。それでは、お願いします。 
副会長     私は、【有田拓世中学校】を選びます。 
（保護者代表） 
委員      【幸桜】 
委員      【有田未来翔】 
委員      【有和】 
委員      【新箕島】 
委員      【明有】 
委員      【紀文】 
委員      【有田第一】 
委員      【紀文】 
委員      【はやぶみ】 
委員      【有田橘】 
委員      【紀文】 
委員      【紀州有田】 
委員      【有田総合】 
委員      【創新】 
委員      【四つ葉】 
委員      【有田光風】 
委員      【橙光】 
委員      【みかんの里】 
委員      【有文館】 
委員      【紀州有田】 
委員      【紀州有田】 
委員      【紀州有田】 
委員      【有田総合】 
委員      【みかんの里】 
委員      【紀文】 
委員      【紀の国有田】 
委員      【有田未来】 
委員      【創新】 
副会長     【みかん】 
（地域代表） 
会長      【輝有】 
        以上、一回りで案を出していただきました。本日は、６～７つに絞ることとします。これ以外
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で案はありますか。 
事務局     事務局より、理由も素晴らしかったので【悠和】を提案させていただきます。 
会長      そのほか、ありませんか。 

なさそうですので、【箕島】【有田】は入れるとして、あと５つくらいを、この中から絞るとい
うことで、よろしくお願いします。前のホワイトボードに出た中で、「これはいいので、ぜひ残し
てほしい」といった意見はありませんか。 

読みやすく、聞きやすく、せめて県内にはどこにもない、新しい校名を選定しましょう。 
副会長     だったら、みかんを推します。 
（地域代表） 
会長      みかんに１票。 
事務局     ここからの絞り込みは大変な作業ですが、忌憚のない意見をお願いします。先ほど挙げていた

だいた意見は、ご自分が「いい」と思って挙げてくれていますが、「あの案はやめておこう」とい
う意見も言わないと、進みにくいのではないかと思います。例えば、漢字のイメージだけでなく、
音の響きも考えてみてください。市外や県外へ出ていったときに、音の響きで勘違いされやすい
校名は外した方がよいと思います。このように、いろいろな角度から見ていただいて、絞ってい
ってみてください。 

委員      私は【紀の国有田】と言わせていただきましたが、副会長から「長い」と言われましたので、
同じ意味合いを持つ【紀州有田】もよい案だと思いました。九州にも有田がありますので、それ
と混同しないように、できるだけ〔紀州〕〔紀の国〕を活かした形でいけばよいと思います。なの
で、【紀州有田】に意見を乗り換えさせていただきます。 

副会長     九州のは佐賀か？あれは「ありだ」じゃなくて「ありた」です。 
（地域代表） 
委員      しかし、漢字が出た場合は同じなので。 
副会長     私も意見があります。箕島となっていますが、アンケートを見てみると、箕島地区の人が箕島

を推していることで票が多くなっていると思います。それなら、【箕島】という案を外して、他の
地区の方もいらっしゃるんで、その方からも意見を聞いた上で学校名を決めたらよいと思います。
以前の意見を調べると、箕島小中学校の子どもたちが【箕島】を推薦しているから票が多いと思
いました。ほかの地区を見てみると、【箕島】はあまり出ていないので、箕島地区はやはり人数が
多いのを感じました。 

副会長     やはり、有田はみかんでしょう。どこに行っても、有田はみかんというイメージがありますか
ら。みかんで有名な地域なんですから。昔、九州の方へ行っても、箕島高校と有田みかんが有名
でしたよ。みかんだったら、一番簡単です。長い校名にするより、聞きやすいし覚えやすい。一
番いいと思います。 

会長      同じように、意見があるかと思います。他はどうでしょうか。 
委員      今まで、様々な意見が出ましたが、私は【紀文】と言わせていただきましたが、はじめは【有

田】がいいなと思っていたところ、選考の際に「【有田】と【箕島】は除いて」ということだった
ので、【紀文】を選びました。和歌山でいたら、ここは〔ありだ〕。濁った〔だ〕が当たり前です
が、他の地域へ行くと、〔ありた〕と呼ぶ人もいらっしゃいます。ですので、【有田】をつけるの
であれば、あえてひらがな標記にするのはどうでしょうか。これはこれから先の話かもしれませ
んが、感じました。 

委員      同じ意見ですが、有田というのは全国では、〔ありた〕という人もいるということと、紀州とい
う言葉についても、和歌山をイメージできる人はあまりいないのではないかと私は思います。な

（保護者代表） 

（地域代表） 
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ので、先ほどおっしゃられたように、〔ありだ〕とひらがな標記するのもいいと思いますし、紀州
はあまり知られていないんじゃないかと思います。 

委員      私は、箕島の方々の意見もぜひ入れておきたいと思っています。箕島に建設する、これからの
長い歴史になる新中学校になるというなかで、箕島には箕島小学校があります。箕島高校もあり
ます。学業面においては、一貫性をもって、小・中・高の繋がりを大きくしたいと思っています
ので、【箕島】は外せない案ではないかと思います。 

副会長     なかなかいい意見ですね。 
（地域代表） 
会長      はい、ありがとうございます。 
副会長     そろそろ決めないと、時間だけが過ぎていくだけです。線引きしましょう。 
（地域代表） 
副会長     それでは、選挙制で札書かないと収集つかないのではないでしょうか。 
（保護者代表） 
事務局     最後はそうしていただくことになるかとは思っていましたが、校名案を売り込む意見を言って

いただきたかったので、もうしばらくお願いしたいと思います。 
副会長     このままでは決まらないです。自分が推薦した案がいいと思っていますから、自分の案を推す

だけになってしまいます。先ほどの「小・中・高に一貫性を持たせる」のは賛成ですが。このま
までは収集がつかないですよ、決を取らないと。 

事務局     最後はまた議長の方から決め方を提案していただこうと思います。例えば、最後に３回挙手を
してもらう方法等になるかと思いますが、「なぜ、その意見が良かったのか」という意見はできる
だけ聞かせていただいた方が説得力があると思いますので、よろしくお願いします。 

副会長     有田はみかんで有名です。たちうお中学とは命名できないでしょう。 
（地域代表） 
事務局     たちうおは応募の中にありましたね。 
委員      新中学校のコンセプトは「文武両道」ですよね。なので、この箕島を軸にして、文武両道の子

どもたちを、一貫性をもって育てていくという意味合いにおいては、やはり【箕島】は、繰り返
しますけど、候補に入れておくべきなんじゃないかと思います。小学校の為にも、高校の為にも、
繋がりで、ひとつ大きなところでやっていきたいと思います。 

事務局     私も提案をさせていただきたいです。私は、【悠和】を提案します。令和という新しい時代にな
ったので、【令和】という案もありました。この地が箕島だから、【箕島】を提案するというのも
分かりますが、これから 100 年先 200 年先まで続く、はるか未来にという意味で〔悠〕、和は和
歌山の和であり、和やかという意味もあり、平和の和であり、令和の和であるという、いい言葉
と思いました。これが、【悠和】を提案する理由です。 

会長      だいたい、理由なり感想は出尽くした感じがしますので、自分が一番に推したものはもちろん
挙手いただけると思いますが、一人 2 回挙手をして候補を絞りたいと思います。この方法でよろ
しいでしょうか。 

副会長     2 回手を挙げて、中学校名を述べるのですか。 
（地域代表） 
副会長     それは、名前を書いてもらって、事務局で集計したらどうですか。挙手しにくくないですか。 
（保護者代表） 
会長      自分の選んだ候補ともう一つの候補を、【箕島】【有田】を除いて、ホワイトボードに書き出さ

れた候補から選んでください。それでは、いきます。 

（地域代表） 
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        それでは、いきます。【有文館】 （挙手なし） 
        次、【紀の国有田】 
委員      私が提案したものですが、【紀州有田】に変更しますので、消してください。 
会長      はい。それでは次、【有田拓世】 （挙手 1 人） 
        【創新】 （挙手 ４人） 
        【四つ葉】 （挙手 3 人） 
        【みかんの里】 （挙手 2 人） 
        【幸桜】 （挙手 2 人） 
        【有田未来翔】 （挙手 0 人） 
        【有和】 （挙手 4 人） 
        【新箕島】 （挙手 1 人） 
        【明有】 （挙手 2 人） 
        【有田光風】 （挙手 2 人） 
        【橙光】 （挙手 2 人） 
        【紀文】 （挙手 10 人） 
        【有田第一】 （挙手 0 人） 
        【はやぶみ】 （挙手 1 人） 
        【有田橘】 （挙手 2 人） 
        【紀州有田】 （挙手 6 人） 
        【有田総合】 （挙手 3 人） 
        【有田未来】 （挙手 2 人） 
        【みかん】 （挙手 1 人） 
        【輝有】 （挙手 1 人） 
        【悠和】 （挙手 2 人） 
        以上の結果、となりました。 
事務局     【箕島】【有田】のほかに何が決まりましたか。 
会長      【創新】【有和】【紀文】【紀州有田】です。 

以上の 6 つに絞り込みました。本日の校名選考は、以上です。それでは、本日の議題②のパブ
リックコメントの募集について、事務局より説明をお願いします。 

事務局     それでは、青い丸印のついた資料 2 へ移りたいと思います。この後、広く意見を聞く、パブリ
ックコメントの募集なんですが、これについてひとつ提案があります。皆さんのご意見を聞かせ
てください。以前の推進部会でパブリックコメントを聞くという意見が出て、この準備委員会で
承認されたんですが、実は細かいことを決めていませんでした。普通、パブリックコメントとい
うのは、ホームページなどで募集をして、インターネット上で返事をもらうという方法が多いん
ですが、今回、学校名をホームページから募集して、確かに応募はありましたが、かなり少なか
ったです。それで今回、資料 2 の方に提案しているのは、インターネットで募集し、メールで返
事をもらうということと、もうひとつは、紙で、教育委員会や文化福祉センター等に用紙を置い
ておいて、紙で応募するという方法です。ただしこれは、推進部会で協議する時間がなかったの
で、みなさんの意見で「インターネットだけでいいのでは」という意見が多ければそのようにし
ますし、「紙でも募集しよう」ということであればそのようにしたいと思います。パブリックコメ
ントの様式については、3 ページ目にあります。パブリックコメントについては、今選定してい
ただいた 6 つの学校名を挙げて、「準備委員会でこの 6 つに選定しました。これらについて広く
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意見を求めます。」と市民の皆様のほかに、インターネットも使いますので、例えば、東京で活躍
している有田市出身の方々、極端に言えば、海外で活躍されている有田市出身の方も対象となり
ます。ということで、インターネットのみで行うのか、紙を併用するのか、議論をお願いします。 

会長      以上、説明がありました。これについて、ご意見あればお願いします。 
委員      やはりホームページだけだと、はたしてどれだけの人がホームページを見るのかといった問題

もありますし、おそらく集まりにくいのではないかと思います。なので、紙と併用するのがいい
と思います。 

会長      紙も併用して対応ということでよいのではないでしょうかという意見ですが、どうでしょうか。 
副会長     賛成。これでいいですか、皆さん。 
（地域代表） 
事務局     皆さん、ありがとうございます。それでは、もっと目を引くような様式に修正をして、アピー

ルをさせていただこうと思います。募集期間は 12 月 2 日月曜日から 12 月 26 日木曜日までの約
1 か月間とさせていただきます。この結果につきましては、次回の準備委員会で発表させていた
だいて、そのうえで、最終 1 つの学校名に絞っていただきたいと思います。よろしくお願いしま
す。 

会長      その他のことについて、事務局から何かありますか。 
委員      すみません。質問させてください。パブリックコメントを紙とインターネットで募集するのは

とてもいいと思うんですけど、どのようにして市民のみなさんに広報するのでしょうか。 
事務局     ひとつはホームページです。それから、一番市民に広がるのは回覧板なので、回覧板を利用し

たいと思っています。 
委員      分かりました。 
事務局     回覧板は 11 月末に出ますので、遅くとも一週間から 10 日で各家庭に回ると思います。 
会長      それでは、本日の議題はこれで終了となりますが、次回の委員会は、資料にあるとおり、1 月

29 日水曜日の午後 7 時からお願いします。なお、第 4 回目の準備委員会の内容については次第下
段にありますように 3 点ほどありますので、ご協議のほどよろしくお願いいたします。では、本
日はこれにて閉会といたします。ありがとうございました。 


