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第４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 1 月２９日（水） 
 19:00～ 

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） × 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 × 教職員代表 江川 裕章 × 

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 

１．開会 

事務局    皆さん、こんばんは。時間となりましたので、ただいまから第４回有田市立中学校統合準備委員会を開催

いたします。 

       本日、箕島中学校育友会伊藤副会長と箕島中学校江川委員より欠席させていただくという報告がありまし

た。何名かお見えになっていないですけども、時間が来ましたので、始めさせていただきます。では、はじ

めに教育長より一言ご挨拶お願いします。 

２．教育長挨拶 

皆さん、こんばんは。昼間、お仕事等でお疲れのところ、ご多用にもかかわりませず、第４回になります有田市立中

学校の統合準備委員会にご参加をいただきまして、本当にありがとうございます。 

  開会に当りまして、２点ばかりご報告をしたいと思います。 

１点目は、初島中学校と箕島中学校の先行統合についてということでございます。これについては、平成３０年度あ

たりから、保護者、初島小学校、中学校の保護者さんを中心に、意見交換会であるとかアンケート等を実施して、昨年

の１０月、地域に行かせていただいて、地域の方とのいろいろな意見交換を実施してきました。その中では、速やかに

先行統合を行うべきという意見がある一方、やはり反対の考え方であるとか、不安な気持ち、様々な気持ちがあること

も、改めて再認識をしたところではあります。 

ただ、少人数の学校には、やはり多人数にない少人数の良さというのは、もちろんございますし、通学路の見直しで

あるとか、初島の子供たちの心理的なサポートなど、課題もたくさんあるということは、我々も承知をしておりますが、

来年度、初島中学校に入学をする生徒が１桁になるという見込みであり、どうも女の子だけになってしまうということ

も考えられるところもあり、思春期である中学生にとって、やはり我々が考えたのは、より効果的な教育環境というの
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も教育委員会議において、大分時間をかけてやってきました。その結果、先行統合することによって、初島中学校の生

徒にさまざまな個性との出会いを通して、より豊かな体験をさせていく、それがより教育的であるという判断をしまし

た。結果、令和４年４月１日をもちまして、初島中学校を箕島中学校へ先行統合するということを決定いたしました。 

先月、１月１６日に先行統合の説明会を初島小学校で、保護者の皆さんを対象に実施させていただきました。今日は、

初島小学校ＰＴＡ会長さんもいらっしゃっています。本当にいろいろな思いがあったと思います。様々な思いがある中

で、ご理解をいただいて、賛同していただいたという部分があって、本当にありがたく思っています。この場をお借り

し、お礼を申し上げたいと思います。 

今後は、子供たち、それから親御さんの不安であるとか、不自由な点に対して、関係機関も交えて相談して、必要な

事柄を一つ一つ実行していきますので、今後ともご理解、ご協力をよろしくお願いをしたいと思います。 

２点目は、今週の初めから、新聞紙上でも報道されています箕島中学校の柔道部顧問による体罰についてであります。 

これは、去る１月１５日のことです。柔道部が朝練の時に、顧問が部室に呼んで指導を行いました。その最中に、プ

ラスチックのバットでパーンと殴った時に、バットの先がささくれていたため、引っ掛かり血が出たということでした。

顧問は、キャプテンよりその部員の練習態度について相談を受けていたということでした。 

その後、顧問は校長にまず連絡をして、家庭にも、こういうことで指導をしたと、こういう体罰を振るったというこ

と、血も出たことも連絡をしております。親御さんについては、一定の理解をしていただいております。今、まだいろ

いろ調査であったり話をしたりということを続けているところでございます。先日は、柔道部の保護者説明会を行い、

本日、中学校のＰＴＡ執行部会を行っております。 

教育委員会としても、臨時の校長会を開いて、体罰についてということで、私のほうから話も行いました。 

  そういう取り組みが、これからも続いて行き、今、まだ指導中となっております。 

子供たちや親御さんから、今日、嘆願書の提出があり、できるだけ軽い処分にしていただきたいというお願いがあり

ました。 

ただ、これはやったことは体罰ですので、許されることではない。だから、やはりきっちり話をしながら責任をとっ

ていくということになりますので、県の教育委員会が処分を下します。今は、処分を待っているということで、顧問も

自宅待機になっています。それだけ報告をしておきたいと思います。 

本日は、この後、新中学の校名を決めていただくなど、議題についてはたくさんの議題が設定されていますが、どう

ぞご協議のほうをよろしくお願いします。 

以上です。 

事務局 ありがとうございました。 

    それでは、会長、議事進行をよろしくお願いします。 

 

３．議事 

会長   それでは、早速議事の１番に入りたいと思います。これにつきまして、報告よろしくお願いします。 

事務局  学校名につきまして、募集しましたところ、たくさんいただいて、それについて、さらにこの会で６つに絞っ

ていただきました。その上で、パブリックコメントを募集したところ、たくさんのご意見いただきまして、91、92

ほどの数があったと思います。いずれも心のこもった、思いのこもったコメントをいただいたと思います。今日は、

この会で１つに決定していただきます。 

     今日１つに絞っていただいた上で、教育委員会議等を経まして、３月の議会で条例改正で、最終決定というこ

と、流れになります。どうぞ最終決定に向けて、よろしくお願いします。 

     申し訳ありません、議事の１番に、先行統合のこととありましたが、先ほど教育長が報告してくださったので、

もうそれを１番の報告とさせていただきます。 

     では、２番の学校名決定についてよろしくお願いします。 
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会長    それでは、２番目の議事に入ります。 

本日、校名決定を進めるに当りまして、もう一度、私なりに書かせてもらった、これまでの流れを示した資

料、お手元にあろうかと思います。その資料で確認しておきたいと思います。 

その資料を見ていただけますか。まず、本日の統合準備委員会で協議・決定するとなっております。統合準

備委員会設置要綱の会議の項では、会議の議決を必要とするときは、出席委員の過半数で議決し、可否同数の

ときは、議長の決するところによると。統合準備委員会推進部会での学校名選定方法については、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ことになります。統合準備委員会ニュースでは、

数点について広く意見を求め、パブリックコメント、その意見を参考に協議をします。パブリックコメントの

評する分には、賛成する数には余り差がありません。注目すべきは、そこにある賛成もしくは反対の理由です。

地名や所在地を重視した【有田】、【紀州有田】、【箕島】と、理念や理想を重視した【有和】、【創新】、

【紀文】に分かれます。統合準備委員会では、これらのご意見を参考にして協議し、新中学校名を決定いたし

ます。 

このことから、パブリックコメントの意見を参考にするため、もう一つは、先日、事務局からの資料をもと

に、これまた私なりにぐっとまとめてもらいました。２枚閉じの６つの候補名それぞれについての反対、賛成、

それぞれ送ってきている資料、皆さん方も十分読んでおられるかと思うんですが、一覧表的にぐっとまとめれ

ば、ちょっとわかりやすい面もあろうかと思って、まとめてみました。 

対応のほうのその他の意見には、校名を決めないで述べられている方のコメントがありましたので、載せて

おります。「どんぐりの背比べ、ただ聞きなれると、それなりにふさわしい名になると思う。やっぱり意見を

多く集めて決定できれば、それで良いと思う」という意見が載せられておったのを、ちょっと印象に残ったの

で、書いてみました。 

ざっと目を通してもらったらいいんですが、先ほどの進め方にもあるように、このような意見も参考に、協

議する云々ということから、いま一度この資料を見ていただきながら、委員の皆さん方には、そのコメントの

感想や自分の意見など、積極的な発言をお願いしたいと思います。 

簡単に多数決ではどうかと思い、また、先ほどの確認方向からも、できる限り協議し、思いを語り、納得し、

決定する方向に行っていただきたいと思います。 

なお、発言される方は、自分の考えている校名も示していただきたいと思います。よろしくお願いします。

場合によっては、指名もさせていただきたいと思います。その点もよろしくお願いします。 

      それでは、ご意見等ありましたら、お願いします。 

委員    私は、前回のときに、箕島の一文を残してほしいということを強く希望した記憶があるんですけれども、そ

れは今でも変ってはおりません。和歌山でいうと、桐蔭なんかは文武両道で有名です。これ、中高連携してお

ります。智弁中学校も、中高連携しております。これも、和歌山においてはすごく有名です。私学と公立では、

若干意味合いも違ってくるんですけれども、さらにこの有田ってなると、有田市と有田郡があるので、少し差

別化が図れないんじゃないのかなと思っております。名前の由来であったり、その願いであったりというのは、

この発足当時のメンバーだけがわかっていることであって、やっぱり後世に連なるものということであれば、

地元に特化した名前、箕島の一文そのままのせてほしいというわけではないんですけれども、箕島のこの一文

をのせることで、中高連携した、地元に密着したいい校名ができるんじゃないんかなと、私は思っております。 

前回、副会長からも、統合に反対をしている方の反感というところに配慮して、箕島の一文は抜いたほうが

いいというふうなご意見もあったんですけれども、それは、もう決定事項なんだから、もうそれに従って。や

っぱり箕島の、この地元に特化した、これからも続くような名前ということで、私は、箕島のこの一文はどこ

かに入れておくべきかなと思っております。 

      以上です。 
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会長    ありがとうございます。今のようなご意見を積極的に発言されていただいたら、ありがたいと思います。 

委員    今の意見ですけど、【箕島】はやめておいたほうがいいんじゃないかと、正直思いました。他の地域は、学

校がなくなるわけですし、地域の名前もなくなるんですよね、学校の中から。箕島だけ残すというのは、やっ

ぱりよくないかなと。ほかの地域の方の気持ちを配慮するのであれば、やめておいたほうがいいと思います。 

全国的に知名度は高いと、こちらにも書いてありますけど、多分箕高の話だと思うんですけども、箕高とい

っても、もう甲子園って言っても、近いところで選抜に出たかもしれませんが、今の高校野球の世代の子らに

は、箕島と言っても、もうぴんとこないというのが正直だと思います。やっぱりご年配の方、僕ですらもう箕

高が野球やっているところって、正直名前でしか聞いたことないんで、甲子園っていうのは、そういう意味で

は、そこに全国的な知名度っていうのを絡めるのは、ちょっと違うのかなというふうに思います。なので今の

ご意見は、僕としては余りよろしくはないかなと思います。 

       以上です。 

会長     せっかくなんで、ちょっと自分の考えておられる校名もお話いただけたらうれしいんですが。 

委員     一応以前挙げさせてもらった、【紀文】で手を挙げさせてもらったんです。紀文祭りっていう観点でしか、

僕としてはちょっとぴんときていなかったので、有田といえば紀文祭りというところがあっての【紀文】か

なと。ほかの意見でいうと、有田とか有中とかなると、ややこしいと思ったりもするので、一応【紀文】と

いう形で意見出させてもらいました。 

会長     どうぞ。 

委員     子供たちの目線でちょっと話をさせていただきたいんですけれども、中には初島中学校に上がって、なく

なるであろう箕島中学校に転校して、また新中学校に移動をする、一転二転三転する子供たちも少なからず

います。後の将来、自分、一体どこの中学校卒業したんだとなると、やっぱりそこがぼやけてしまうんです

よね。そういう子供たちもいるので、箕島の一文を残してほしいというのは、これは先行統合する初島の子

供たちから直接伺っている意見です。ちょっと参考程度に、よろしくお願いします。 

       以上です。 

会長     はい。どうぞ。 

委員     先ほど両委員からそれぞれ意見ありましたが、どちらもおっしゃっていることは、もう間違いなく正しい

ことであると思うんです。どちらの言い分もわかるなっていうのが、私の率直な意見なんです。 

ただ、この６候補の中から１校決めなければいけないとなったときに、先ほどこちらにもありましたよう

に、地名や所在地を有したと、理念や理想を有したと、分かれるっていうように書かれているんですけども、

この中で【有和】っていうんが、もちろん地名や所在地も重視されて、それと同時に意味、調和があるとか、

そういった意味合いのほうでも重視されているんで、両方の良いところを取れて良いと私は思います。 

       以上です。 

会長     はい。どうぞ、発言、お願いします。校長さん方から、どなたか発言お願いできますか。 

委員     それでは、校長会を代表してということになるんでしょうが、この前も、この統合準備委員会の下にある

４部会の中の統合推進部会で、校名の話にもちょっとなったんですが、やっぱり地名や所在地を重視した名

前と、理念や理想を重視したに分かれてしまうと。４つの現在の中学校が統合して、新しくなるのだから、

新しい学校が目的とする理念とか理想のほうに重きを置いたほうが良いのではないか、そんな意見が統合推

進委員会では多かったように思います。 

そうなってくると、【有和】か【創新】か【紀文】かなということになるんですけど、【紀文】っていうの

は、紀州の文化を創造するというので、わかるんですが、基本、【紀文】っていったら、日本全国にも紀伊

国 屋文左衛門とつながってしまいます。ただ、紀伊国屋文左衛門は、このパブリックコメントの１番とか

３５番にもあったんですが、やっぱり歴史的に評価が定まっていないし、有田市と直接結びついていないな
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と。どちらかというと湯浅とか下津との関係のほうが強いだろうなと。しかも、晩年の歴史的評価はかなり

低いというんで、そういう人物の名前を、お祭りの名前をいただくんだったら良いのですけど、何十年って

続く学校名につけるんはどうなのかと。【有和】か【創新】か、そのあたりがいいのかなって、私個人的に

は【創新】が好きなんですが、そのような話にこの前校長会でちょっと集まって、話す中でそうなっていま

した。 

以上です。 

会長     はい。 

副会長    もう今幾つも意見がでましたが、もうこういうことを言っていたら、学校名の話も前へ進まないのは、や

はり教育の長の教育長に一任したどうでしょうか。皆さん、どうですか。 

教育長    そういうふうに言っていただいたらありがたいし、非常に責任も重いなっていう感じはするんですが、先

ほど伊藤会長がおっしゃっていただいた新中学校名の決定というところに従って、決めていくのがいいと思

います。 

副会長    だけど、そう言っていたら、話が前へ進まないですよ。 

 

委員     私、中学校の校長をしております。今現在の４つの中学校の中で、文成だけが地名のついていない学校と

なっています。それで、どうして文成という名前がついているのかという由来が当然ありまして、現にうち

の生徒たちにはその話を時々しますので、どうして文成と、文化を成就するという意味なんですけども、そ

の言葉を知って、子供たちはとてもそれを、誇りに思っているところがあります。 

       ですので、地名に愛着を感じる、それももちろんそうなんですけども、学校名はこういう由来で、先ほど

会長さんが、今のここの協議している方たちはご存じですが、その後なかなかというお話もあったんですけ

ども、それは学校として引き継いでいくことかなと思いますので、私も個人的なことも含めて、理念のある

そういう学校名がいいのかなと思っています。 

       【創新】か【有和】かというと、私は先ほど言っていただいたように、理念とそれから有田、それから和

歌山、和らぐとかつなぐとかいうような意味でもある【有和】というのがいいのかなと思っています。 

会長     はい。 

委員     今回、初期のころにも話がありましたけども、統合するについて、子供の数が減っているとか、いろんな

理由がもちろんありましたけども、一番大事にしたいのは、新しい学校をどんな学校にするのか、その中で

どんな子供たちを育てていくのか、これが一番大事なこと違うかなというようなご発言があったかと思うん

ですけども、そういう意味では、そのことを学校名に込めていく。だから、君たちはこんな人間に育ってね

ということを引き継いでいくのがふさわしいのかなと。当然、新しい名前ですので、最初はなかなかなじみ

がないということもあるかわかりません。そういう意味では、先ほどからあった箕島という伝統のある名前

はふさわしいような気もしますけど、ここは一回もう断ち切って、新しい学校を市民ぐるみでつくっていく

んだ、それのプロセスはこれなんだということを校名に込めたほうが、歴史の中でそれがまた定着していっ

て、今ある保田や文成や箕島や初島やっていう校名に負けない校名になっていくのかなと、そこを込めて決

めていくべきかなと私も思っています。ですので、願いを込めたほうのカテゴリーのほうに賛成しています。 

       でも、具体的には、【創新】か【有和】か、僕も悩むんですけども、先ほどからの発言を聞く中で、【有

和】かなというふうに感じています。 

       以上です。 

会長     どちらかというと、最終的に１つ、理由の、決定いたしますか。【創新】か【有和】か。 

委員     【有和】。 

会長     【有和】。連合会長さんあたりで、ご意見お願いできますか。 

（地域代表） 

（地域代表） 
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委員     最初、私は、【紀州有田】を提案させていただいて、数名の同意も得たんですが、地元に戻りまして、お

年寄りなりいろいろと、老人会なり婦人会なりで、こういうお話をさせてもらいました。そうすると、やっ

ぱり一番なのは、【紀州有田】は長い。やっぱりそういう形になってくると、当初から短いほうがいいとい

うお話もありましたけども、その中で割と野村のほうでも、学校経験者、うちの校区もそうなんですが、い

ろいろと文献を学校の先生に聞いてやってよということで、皆さんに聞いていただきました。 

       その中で話がありましたが、やっぱり合併のときにおいても、４つの中学校が競合ということじゃなくて、

皆さん、地域地域のご意見がありますので、そうなってくると【有和】の和、調整をとると、皆さんも協調

するという意味で、学校の経験者、退職の方から言われたのは【有和】がいいんじゃないかというお話を、

一回話をする機会があれば言ってみてよというお話を聞いています。 

       ですから、私の意見は、以前の形ではなくて、今、皆さんのお話を聞いている中でも、【有和】という形

が一番私としてはいいんではないかと思います。少し以前の意見から交代したんですが、皆さんに意見を聞

いたところ、地域の意見としてこういう意見が出ています。 

       以上です。 

会長     ありがとうございます。客観的な面からといいましょうか、そのあたりから、学識経験者の方のほうから、

何かご意見、感想等ございませんか。 

委員     一つよろしいですか。端的に質問なんですけれども、文成中学校の校長先生に少しお尋ねしたいんですけ

れども、文成は地域に特化した名前を入れていないということで今に至っております。今、文成中学校に通

われているお子様たちは、文成中学校の名前になった由来とか、理念とかっていうものを、先生たちが教え

る前に、子供たちは知っていたんでしょうか。 

委員     どの時点でそういう形でしていたかというところまでは、私も把握できていないんですけども、入学式の

ときの私の話の中に、そういう話を入れたりとか、子供たちが本当に覚えているのかなと思って、ちょっと

聞いてみたことがあるんですけど、割と知っていたんです。なので、やはりそれを学校の教員の立場として、

子供たちに伝えていくということが大事なんだなというふうには思っております。どの時点かというのは、

わかりかねます。 

委員     ありがとうございます。大変勉強になりました。 

会長     学識経験者の方。 

委員     学識というわけじゃないんですけども、今まで先生方とか、ＰＴＡの方々のご意見を伺っていまして、な

るほどと、こちらも納得がという感じがするんですけども、私は、やっぱり地名のほうがいいと思うんです。

やっぱりそこに住んでいる、あこがれのある学校という意味では、そんな難しい、いわれを聞かないとわか

らないっていうのは、これを考えずに、もうまさにそこに住んでいる有名な言葉でもってやったほうが、私

はいいんじゃないかと個人的に思っています。 

       したがって、具体的にいいますと【紀文】です。【紀文】は、まさに和歌山有田の代名詞なもんですから、

やっぱりそれは皆さん方に説明するまでもなくご理解いただけると思いますので、私は【紀文】に賛成です。 

会長     ありがとうございます。 

       教育委員さん方の中から、どなたかお願いできますか。 

委員     私も先ほどの自治会長おっしゃったように、【紀州有田】、最初、【紀伊國有田】というふうに言ったの

ですが、長いという話が出たので、同じ長いんだったら、【紀州有田】のほうが、広くみんなに知ってもら

いやすい名前かなと思って、途中で変ったんですけども、このパブリックコメントをまとめたものを送って

きていただいて、それに目を通させていただいたんですけども、【箕島】も確かに新しくできる所、地域は、

箕島の小学校もあり、高校は箕島高校ですし、同じところで行くと、箕島中学校というのは一番わかりやす

いっていう話もあったかとは思うんですけども、ただ、教育委員でそれぞれ、ほかの地域の統合についての
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説明会、それをずっと参加させていただいたんですけど、やはり説明会では自分の地域の中学校っていうの

を大事にしておられます。 

       したがって、今度４校を統合するということになったらやはり、【箕島】というのはいいのですけども、

ほかの地域の生徒さん方、その気持ちを考えると、やはり【箕島】という名前は具合が悪いかなと私自身考

えております。 

       先ほどもお話に出たように、有田のほう、和をもって一つになるような状況の【有和】というのが一番、

地域も、有田の有も入っているし、和歌山の和っていう形の中でも取っているし、和をもって一つの新しい

学校をつくっていくという形の中で、私としては【有和】が良いと考えております。 

       以上です。 

会長     はい。 

委員     私は、保田中学校の出身です。それで、本当に【箕島】というのは、地元も箕島ですし、それが一番しっ

くりくるのかなと思うんですけど、やはり何か吸収されてしまうというイメージがあるので、私は【箕島】

には反対です。 

       私も【有和】っていいなと思ったんですけど、各中学校の呼び名を短縮して言う、箕中、文中、初中、保

中、この【有和】というと有中になるのか、その呼び名に違和感があるので、私は【有田中】がいいなって

思っています。 

       ただ、佐賀県に有田中学ではなく、有田町立有田中学というのがあるので、有田中学ではないんですけど、

その辺が、一緒の中学校が全国にあるなと。多分問題はないと思うんですけど、【有田】にお願いします。 

       以上です。 

会長     どうぞ。 

委員     この学校名は、新たな学校名として、新たな発想で学校をつくっていくということですから、個人的には

地名とかというのは、もうナンセンスだと、そう思っています。極論を言いますとね。 

       やっぱりこれからスタートするという形が、新たな発想のもとに、こういうふうになっていくよと。じゃ

あ、昔、箕島がなぜこういう新しい学校名になったのか、そういうことが僕は非常に大事なことだと思いま

す。結論言います、【有和】でお願いします。 

会長     はい。 

委員     今、皆さんのご意見を伺っていて、率直な感想なんですけども、新しい学校が決まったとして、そこから

生徒と先生方のことをイメージしたんですけども、今、文成中学の校長先生がおっしゃったように、子供た

ちと先生が、そういうコミュニケーションというか、にこにことしながら会話をしている姿がイメージでき

たのは、【有和】だと今思ったので、そういう賛成の意見のこういう意味で、こういう学校があるんですよ

っていうやりとりがイメージできたのは、【有和】でした、この６校の中で。 

       以上です。 

会長     はい、ありがとうございます。 

委員     私は、６つを選ぶ前回の会のとき、【紀文】で挙げさせてもらいました。そして、パブリックコメントを

募集して、その募集結果をいただいたとき、まず、数の多い、たくさんのコメントをいただいたことにとて

も感動というか、うれしかったのと、皆さんの熱い思いというのが伝わってきました。 

       それで、【紀文】も、私は思ったんですけども、何人か今まで委員さんおっしゃった中にもおられたんで

すけども、紀伊国屋文左衛門の人となりとか人物像をパブリックコメントで述べている方もいらっしゃいま

した。そこら辺も、僕もそこまで思いはなかったんですけど、そのような思いのパブリックコメントを読ん

だときに、それ以上その意見をを覆すまでの僕の気持というのか、僕の意見も、私自身なかったんで、【紀

文】は、まずいかなと思いながら、ここ数日、【有和】か【創新】で悩んでいました。 
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       その２点で、私も文成中学校の卒業生です。先ほど井上校長先生もおっしゃった文成っていう校名の由来、

文化を成就するっていうことも、僕も中学校時代から知っていましたし、その時代背景っていいますか、戦

後、文成中学校とつけたのも、その当時の宮原村の村長さんが名づけたということも聞いています。多分そ

の当時、文成というのは、文化を成就するということで、その当時はほとんどなじみながなかったんだと思

うんですけども、私も卒業生として、文成には誇りを持っていますし、そういう理念の校名がいいなという

ことで、【創新】と【有和】で悩んで、きょうはこの場に来させてもらって、今、皆さんの意見を聞かせて

もらっています。まだちょっと決めかねています。 

会長     おおよそ本日出席者の半分ぐらいの方からご意見をいただいたわけでございます。時間も押していけない

ので、まだこういう意見、感想がありますよっていう方、意見を言っていただけますか。 

副会長    もうこの辺で一度賛否とったらどうでしょう。いろんな名前が出てきている。皆さん、どう思いますか。

もう投票しますか。いつまでたっても話は前に進まないので。 

委員     １回、ちょっと正の字でも書いていただければ、うれしいです。 

副会長    一応今、大体聞いた名前は分かるでしょう。どんな名前が出ているか。 

 

委員     例えば箕島の方とかっていう形で、全体像、ちょっと見えると思うんですけど、いかがでしょう。 

会長     手を挙げていただくということですか。 

委員     はい。 

会長     手を挙げるのは１回だけ、前回は２回というあたりでやったんですけども。 

副会長    なかなか前へ進まないでしょう。もうどこかで線を引かなければ、いろんな名前出てくるわけでしょう。 

 

伊藤会長   という意見もあります。 

副会長    これだけは言いますが、私も箕中出身で。やっぱりその中学に誇り持っている、今の中学校に対しても。

先ほど文中に誇り持っていると言うけど、本当のことを言えば、箕島中学が一番だと言いたい。そうやけど、

やっぱりみんなの意見取り入れて、どこにするかで、もう落としどころ決めなければ、こんなことで話が前

に進むことはない。 

委員     すいません、１点確認よろしいですか。私も、もう大体皆さんがどんなふうに思われているのか、挙手で

数を確認するのは結構かと思うんですけども、その１回をもって、一番多い学校にもう決定というつもりで

挙げるのか、その結果を見て、先ほど教育長さんに決めてもらうという話がありましたけども、それをもっ

て教育長さんがもう決めるのか、あるいは、その後もう少し協議をしてくれって教育長さんが言うのか、そ

こら辺どうですか、もうこれで決定ですか。 

会長     大きな流れとしては、そう捉まえたいと考えますが、最後には、教育長さんには、ひとつ最後の発言をい

ただきたいと思っていますが。 

副会長    それは、最終的に教育長に決めてもらわなければ。 

 

委員     これは、多数決ではなく、協議により決定するっていうような一文がありますので、そのための確認だっ

たんです。もう１回の挙手で決定してしまうのか、その結果をもって、どなたかに判断していただくのか。 

会長     議決を必要とするときはという項もありますので、過半数で議決をするということになれば、手を挙げて

行うということになろうかと思います。 

委員     この６校名なんですけど、この【箕島】っていうのが、なぜそのまま箕島に出てきてしまっているのかな

っていうのが、僕は疑問なんですけど、ちょっと箕島に何か工夫を加えた校名が出てこなかったのかなって

いうのがすごく残念で、箕島そのままっていうのは、余り僕は個人的にも正直反対なんですけれども、もう

（地域代表） 

（地域代表） 

（地域代表） 

（地域代表） 

（地域代表） 
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今日はこれ決めるんですよね。 

会長     はい、今日はもう決定です。今日決定ですので、どうか十分考えていただきたいと思います。１００年、

２００年続きます。そういうことからも考えまして、挙手もひとつよく考えていただいて、お願いをしたい

と思います。 

会長     それじゃあ、お願いします。 

会長     もうご意見ございませんか。 

会長     もうこれでよろしいですか、皆さん。 

（一同異論なし） 

会長     それでは、挙手をお願いします。 

会長   【箕島】 （挙手２人） 

会長   【有田】 （挙手１人） 

会長   【紀州有田】（挙手０人） 

会長   【紀文】 （挙手１人） 

会長   【創新】 （挙手４人） 

会長   【有和】 （挙手２０人） 

会長     ありがとうございました。たくさんの皆様からの熱のこもったご発言をいただきました。接戦であればさ

らに協議を続けようと思っていましたが、大差がつきました。「有和」をこの委員会の結論といたしたいと

考えますが、皆さんいかがですか。 

（一同異論なし） 

会長     それでは、一言教育長さんからお願いします。 

教育長    ありがとうございます。今の話の中でも、やはりその地名にするのか、それとも理念にするのかというと

ころで、意見が分かれたところもあったんですが、話の全体の流れとしては、やはり理念という思いに傾い

ていったと思います。 

       【有和】という名前も、非常にいい名前だと思いますので、その「和」ですね、本当にその平和の和とい

う意味もあるし、和にはいろいろな意味が含まれていると思います。その意味を、今度の本当に新しい学校

の校名としての意味を、やはりそれだけではなくて、そこにまた後から付加してもいいと思うんです。これ

にはこういう意味があるので、こういう学校を創って行こうという思いをそこに込めて、新しい学校の名前

にということで。本当にありがとうございました。 

会長     それでは、以上をもちまして、議事の２番目の新校名が決定いたしました。 

       ３番目について、事務局からお願いします。 

事務局    その前に、先ほど申し上げたように、３月の議会を経て正式決定となりますので、まだ余り公表できない

という状況をご理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

       続いて、３番目の制服等の選定について、これにつきましては、第２回の準備委員会で選定方法について

決定いたしております。それで、きょうはつけております資料は、その後、つけ加えた解説資料、それから、

２月１６日の展示会の資料になります。簡単に説明させていただきます。 

       資料２の１というのが、まずあります。 

       スケジュールは、もう前に決定しておりますが、ちょっと改めて確認です。 

       ①の第２回統合準備委員会で、選定方法について決定いたしました。この第２回の準備委員会というのは、

学校名のこととか、いろいろ決め方について、バタバタっと重要なことがありました。でも、ここで決定し

たおかげで、今、スケジュールどおり進んでおりますので、今後とも協力をお願いします。 

       ②につきましては、有田市内の小・中・高に、学生服納入実績がある業者、メーカーに、制服等の選定方
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法について決定内容を連絡しました。ここで、ちょっと名前の言い方の確認なんですが、メーカーは、制服

をつくっているメーカーが４社あります。これが、日本の４大メーカーであり、有田市内に制服を納入して

いるメーカーになります。カンコー学生服、瀧本、トンボ学生服、明石スクールユニフォーム、これがメー

カー名です。それを販売しているのが、小倉産業、大谷被服産業、日伸、エイコーコジマという、いわゆる

問屋さんになります。直接中学生になる子が買いに行くのは、その町にある取次店という言い方をします。

例えば箕島中学校の校区には、５つの取次店があります。初島中学校には２店ありますというふうに、町に

あるのが取次店、こういう名前もちょっと確認、この機会にしておきたいと思います。 

       それから、③にあるように、この決定事項が準備委員会ニュースとしてお知らせしました。 

       ④今、取次店さんと、中学校が統合するんで、皆さんのお商売にもいろいろ影響ありますということを説

明しに伺っています。 

       ⑤これが、ここからが未来になるんですが、２月１６日に第１回展示会を市民会館で行います。アンケー

トもとります。１週間でアンケートをとります。これは、対象となる小学校、現在の４年生以下の保護者、

それから保育所、幼稚園の保護者、それから小学校、中学校の教職員の皆さんにアンケートをとって、主な

この第１回の展示会アンケートの狙いは、方向性を決めるということになります。ちょっと具体的に言いま

すと、２枚、３枚めくっていただきますと、資料３というのがあります。これが基本アンケート、これも第

２回の準備委員会で提案させていただいていますが、盛りだくさんであったんで、落ちついて見る時間なか

ったかと思うんですが、このクエスチョン３、「新制服（冬服）の構成はどのようなものが良いと思われま

すか」というところで、ブレザー、スーツ、詰襟・セーラー、詰襟・セーラーというのは、今現在の形です。

この大きく３つのスタイルで方向性を、アンケートをとって意見を聞きたいと思っています。あと、どんな

素材を重視するかとか、色やとか、柄やとかっていうような質問もあるんですが、このクエスチョン３が中

心になります。 

       それで、さらに１枚めくっていただきますと、カラーのパンフレットが出てきます。これをアンケートと

一緒に該当の保護者に届けます。あけていただくと、詰襟・セーラーっていうのはこんなんですよ、ブレ

ザータイプっていうのはこんなんですよ、スーツタイプっていうのは、上下の生地が同じこんなんですよ。

ブレザーを選んでも、ネクタイあるのとないのと、あるいは中がポロシャツっていうタイプもありますよっ

ていうようなことを紹介しています。２月１６日の展示会へ来ていただいて、展示会の後も１週間程度、市

民会館に置かしていただくんですが、それを見てくれたら、ブレザーとスーツの違いってこうやなって、手

に取ってよくわかると思うんですけども、来れない方は、その写真を見てアンケート答えていただける形に

しています。 

       そのパンフレットの一番裏には、価格、参考価格で価格帯があります。一番安いものから、一番高価なも

のというのは、もう天井知らずで高いものあるんですけども、あんまり高いものでない、常識程度の価格帯

でお願いしますということで書いています。 

       例えば、もう今までどおり詰襟・セーラー服が多いとか、ブレザータイプが良いとか決まったら、その報

告をメーカーさんにします。メーカーさんでは、その会社の自慢の制服をつくってくれることになります。

その展示会が７月１１から１３、この資料でいいますと⑧になります。資料２の、資料でいいますと⑧にな

りますが、第２回展示会を文化福祉センター、広い会場をお借りして行います。このときには、はっきりと

瀧本の制服こんなんです、トンボ学生服はこんなんですっていうのをはっきり出してきてもらいますし、こ

の制服を選んだら幾らですっていうのも明確に出してもらうことにしています。それから、素材の特徴なん

かも、各メーカーの売りがありますので、それの説明を行ったら聞けるという形をとります。 

       例えばどんな特徴があるかというのは、その下の丸四角の中に、素材の例、私たちが展示会で聞いてきた

ものを書いたんですけども、素材の例だとか、それからＬＧＢＴなどの性的マイノリティーへの対応なんか
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も、今、制服選びに重要なポイントになっていますというようなことも聞いてまいりました。 

       さらに、次のページ行って⑨になります。７月１１から１７の間に、２回目の制服アンケート投票とあり

ます。今度は、人気投票の形になると思います。この制服がいいっていうようなことになると思います。そ

れを受けて７月の統合準備委員会、この回でそのアンケートの結果に基づいて、制服を決定する。有田市立

【有和中学校】にふさわしい制服を、この回で決定します。だから、アンケートの投票イコールではないん

ですが、投票はちょっと重い資料になるんかなというふうには思います。 

       あと、１１番、以下のようなスケジュールで、こんな制服に決まりましたよっていうことをニュースで紹

介したり、市民会館とかにサンプルを展示したり、それから、決まったら決まったで、今度どこへこんな刺

繍を入れるとか、名札はどうするかっていうような細かい打ち合わせを、業者役割分担メーカーと相談して

進めてまいります。 

       ２０２２年、令和４年の４月に、各中学校に入学する１年生は、その新しい制服で登校すると、文成にも

保田にも箕島にも、新しい制服で入学するということになります。令和６年には、３学年、全校生徒が新し

い制服でそろうという、こんな段取りになります。 

       この筋道は、もう既に皆さんで決定していたとおりなんですが、きょうは補足を入れながら説明させてい

ただきました。 

       以上です。 

会長     質問等ございませんか。 

委員     前回、終わった後にあれって思ったんですけど、方向性のアンケートをとるっていうことで、特にこの要

望の多かったものから採用して、それを公募で決めていくっていうことだと思うんですけども、間違いない

でしょうか。 

事務局    基本的にはその方向です。ちょっと１個忘れました、すいません。実は、そのアンケートをとって、例え

ばブレザーが多かったとか、スーツ多かったとか、どれかになると思うんですけども、もしかしたらあんま

り差ないかもわかりませんが、本当はこの会で、この結果から言えば、もうブレザーでいこうとか、今まで

どおり詰襟・セーラー服でいこうとか、本当はこの会で決めるところなんですが、この会、次回は、開けな

いんです。後で申し上げますが、２月にアンケートをとって、集計はすぐできます。ところが、いつもなら

次の準備委員会いつっていう予定を決めているんですが、次が３月には、人の入れかわりの時期であったり、

卒業式、入試があったり、それから、４月になったら４月になったで、それぞれの皆さんの立場でも、いろ

んな会議があったりで、なかなか日程がとれないんです。それを待っていると、例えば５月に次の準備委員

会をやるとして、それを待ってメーカーさんにお願いすると、７月の展示に向けての期間が短くて、サンプ

ルつくるのが大変になってくるんです。 

       そこで、一つ提案なんですが、２月２８日に校長先生方の推進部会を開きます。最後の推進部会を開く予

定にしています。その会に、方向を、どの方向で行くかという判断を委ねていただきたい、任せていただき

たいというのが事務局からの提案です。 

       すいません、つけ加えで。 

会長     どうぞ。 

委員     すいません、その中で、ＬＧＢＴ対応ということで、これ性的マイノリティーへの対応ということで、こ

れ性的マイノリティーっていうことは、性的な少数派の人々っていう意味じゃないですか。その人らの意見

っていうのは、絶対少数なはずなんです、少数派なんだから。だから、１件でも上がってきたら、それを方

向性で影響を及ぼしていくのかとか、その方向性はどうなっていくんでしょうって、これをアンケートに設

ける意味というか、それも含めて教えていただきたいなというように思います。 

事務局    その当事者であるいわゆる性的マイノリティー、いわゆるＬＧＢＴと呼ばれる、この中で一番問題なのは
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「Ｔ」のトランスジェンダーと言われる体は男やけど、心は女性、その逆、この子たちの問題なんですが、 

だから、ＬＧＢＴが、いろんな調査からすると３％から８％あるって言われているんですが、その中でもさ

らにＴだけに関していうと、さらに少ななると思います。その当事者、特にアンケートをとるのは小学校

４年生以下の保護者だとすると、まだそれが、子供自身も自覚していないし、親も自分の子供の特徴をはっ

きりつかんでいない確率が高いですね。だから、ほとんどこれは、当事者からそれを配慮してくれという意

見は出てこないと思います。 

       だから、ただ、今世の中の流れとして、ＬＧＢＴ対応というのは、一般的な問題になっておりますので、

あくまで一般的な判断として書いていただくという方向性のものでございます。 

委員     ありがとうございました。 

会長     ほかにございませんか。 

副会長    これは値段を書いているが、高いものであれば３万から４万まで、前にも言ったはずだが、あまり高い値

段にならないように。これは５万、６万ぐらいになってくるのではないですか。もっと値段抑えるようにし

なければならないと思う。前にも言ったが、金持ちの家もあれば、お金のないの家もあると、そこを考えた

のか。 

事務局    値段につきましては、価格帯参考価格は幅あります。それは、業者の方に出してもらいました。確かに一

番安いところをとるっていう考え方、あると思います。これは、確かに保護者に負担が少ないんですが、例

えば、もうちょっと具体的に言うと、高いのと安いのの違いは何なんって言ったら、一番大きな違いは素材

でして、ポリエステル１００％は安いんです。ウールの割合が高くなってくると、高いんです。家での洗濯

機で洗える限界は、大体５０・５０だそうです。ポリエステルは安いですが、当然、冬寒かったりとか、そ

れから、３年間というか、もう１年ぐらいでもうテカテカ光ってくるっていうのが、その安い制服の特徴で、

結局また買い直さなければならないということが考えられるんです。 

       だから、じゃあ、どれくらいのところで判断するとなると、我々自身も難しい。今、有田市内の、店によ

って若干違うんですけども、大体はお店でこれくらいやねっていうて、真ん中くらいのやつを出しているお

店と、３段階くらいのを示して、どれを買うっていうことを、やっているお店とあるっていうのもわかって

きました。 

       ただ、今度は、新しい学校の場合は、もう統一しないといけないかなと思うんですが、そのためにも、そ

の価格帯を示した上で、保護者の皆さんに、副会長さんがおっしゃるように、確かにお金、裕福なお家の判

断と、そうでないお家の判断というのはあるんわかるんですけども、ある程度当事者の意見を聞きながら選

んでいきたいなというふうに思っています。だから、価格の差あるっていうのは、そういうことです。 

副会長    それはわかっている。この価格は税抜きです。ここへ１０％が入ってくる。やはり税抜きの値段をもっと

業者と交渉してもらわないと。 

会長     十分値段のほうは検討していただきながら、進めていただきたいと思います。 

       すいません、１個質問、３枚目のところの、資料の３枚目の米印、２０２１年度２月、初島中学校１、

２年生のために箕島中学校の制服等購入（？）とクエスチョンマークがあるんですが、これどういう意味か。 

事務局    初島中学校と箕島中学校が、先行統合します。このときに、初島中学校の今の、例えば６先生は、初島中

学校へ今年進学したら、１年生、２年生と初島中学校の制服を着ています。ところが、３年生になったとき

には、箕島中学校の制服になるわけです。それは、統合を決めた市がお金を出して、新しい制服を購入する

という方向で検討しているわけですけども、ただ、そのときに、新入生が新しい制服になっているんで、前

の古い箕島中学校の学生服、セーラー服が、在庫がない可能性があるって考えたんです。ちょっとややこし

い話ですが、わかりますかね。それで、この資料をつくったんですが、業者さんに聞いてみると、大丈夫だ

と、在庫あるなしじゃなしに、学生服やセーラー服、全国に幾らもあるんで、それ持ってきて刺繍を入れた

（地域代表） 



- 13 - 

り、ネクタイをつけたりして、何とでもできるので心配はないという返事をいただきました。 

会長     はい、了解です。 

       それでは、次の議事に移りたいと思います。４番、新校舎建設について。 

事務局    それでは、お手元の資料４、見てください。統合中学校建設工事の設計業務についてのスケジュールでご

ざいます。 

       これは、３月末日あたりに、統合中学校の設計者を決めていくためのスケジュールを書いております。逆

算で考えていきますと、今月、１月の末日あたりにプロポーザルの仕様書を作成して、２月上旬あたりに公

告を出すと。公告というのは、設計士への募集行為であります。公告を行っていきたいと思っております。

大体２カ月間をもって、設計士の提案書の考慮期間として考えております。 

       １枚めくっていただきます。そうすると、「新しい学び舎コンセプト」とされていますが、これは、公告

を出す設計士の仕様書の一部です、これは一部なのですが、わかりやすく日本語で書いておりますので、数

字とか書いている仕様書は別にありますけども、新しい学校の有田市教育委員会がイメージしている学校の

コンセプトというところでまとめて書いております。 

       １枚めくってください。「新しい学び舎を創る目的」というところで、新しい学校をつくる目的を書いて

おります。「多くの人との出会い」というところで、生徒数がどんどん減ってきています。そんな中、統合

することによって、多くの友達に出会えます。このことによって、間違いなくいろいろな考え方に触れる機

会が訪れると、増えていくと。このことは、きっと子供たちにとって、人生にとってかけがえのない経験に

なると思います。 

       次に、「教育環境の充実」というところです。校舎が真新しくなるというのは、当然のことなんですが、

統合するということによって教員数が増えて、生徒たちにとっても安心した体制がよりとりやすくなり、そ

ういった意味で、教育環境の充実をしていけるのかなというふうなところで、目的をまとめております。 

       次のページ、「新しい学び舎のコンセプト」、これは学校の目標を書いております。「文武両道とＩＣＴ

教育の推進～４中学校の良さを継承する～」というところで、文武両道について、学校施設として、設計の

提案の形としてはあらわしにくいかもしれませんが、有田市教育委員会が目指したい学力、部活動とか美徳

などを書いております。 

       ＩＣＴ教育の推進といたしましては、これからＩＴの急速な発展が予想されます。それに対応できるよう

な設備をそろえるように、これをもって設計者に提案を求めていきたいというふうに考えています。 

       もう１枚めくってください。「未来に生きる学び」って書いているんですが、コンセプトを具体的に表現

しております。下に、「知」、「体」、「徳」、「郷土愛」と書いておりますが、この４本柱を大切にして、

よりよい学校を目指していきたいと考えております。 

       ＩＴ設備の充実は、これから社会で生きていく中では、必ず必要であります。その中で、しっかりとした

授業に生かしていくのですが、そんな社会であればこそ、人間的な思いやりとか、人と協力しながら、自分

自身の人生をより豊かにしていくことが、我々教育委員会の願いであるというところをこの場で書いており

ます。 

       その下です、「新しい学び舎が新しい教育の風を巻き起こす」と書いておりますが、これまでの教育的イ

メージとは別に、求めるイメージを書いております。「新しい世代のために、教育のイノベーションを目指

します」、「生徒が学ぶ意欲をかき立てられるような学校をつくります」というところで、今までにない学

校の提案です。発想してほしい、設計者に発想してほしい、ここで学べる、この学校で、新しい学校で学べ

る誇りを持てるような学校づくり、また、生徒が学びたくなるような学校をつくりたいというふうなことを

ここであらわしております。 

       その次に、災害時には頼れる避難所として防災機能を徹底強化するというところで、今までの学校は、避
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難所機能というものを、設計当時から余り盛り込んでいない学校がほとんどであります。今回、避難所機能

を設計のところから盛り込めていけますので、より良い提案がここは期待できるのかなというふうに思って

います。 

       「地域に開かれた学び舎に」というところで、学生だけが使う学校にするのではなくて、地域の方が入っ

て、学生とコミュニケーションをとれる。また、コミュニケーションをとりながら授業ができたりとか、学

校とは別で、生涯学習と使えるような使用区域が明確にできるような提案を、ここは書いているのが、そう

いうことを期待しているというところになります。 

       ちょっと短かったんですが、以上で、新しい学校づくりのコンセプトを一つの、これは一つの設計士に提

案する一つの資料として、これから渡していきたいなと考えております。３月末頃に予定しているプレゼン

テーションで行っていきたいと考えております。 

       以上で、私の説明は終わります。 

会長     事務局から、大きな方向性が話されましたが、質問等ございませんか。 

副会長    質問、プロポーザルでやるのですか。 

 

事務局    プロポーザルの説明をさせていただきます。こういうプレゼンテーションをする中で、２つ大きく提案方

式があるんです。１つはコンペ方式というのがあります。もう１つが、今、説明させてもらったプロポーザ

ル方式でありまして、コンペ方式というのは、こういう形でどうですかっていうふうに、もう絵を描いてく

る。この形を、いいものをご提案しますから、これをやらしてくださいっていう方式が、要は案ですね。設

計案を認めてもらうのがコンペ方式。 

副会長     そとはま保育所と同じか。 

 

事務局     そとはま保育所もプロポーザルです。 

 ここ最近、ここの市民会館もプロポーザル方式でして、プロポーザル方式っていうのは、設計していた

だく人ですね、人を決める方法がプロポーザル方式です。 

副会長     その方式でないとダメなのか。 

 

事務局     それが、そうですね、案を決めてしまうと、もう本当にそれが形になってしまうんです。 

副会長     設計者を選ぶのは、その方式でなければならないのか。 

 

事務局     プロポーザルのほうが、質の良い設計ができる、施主の意向を盛り込むことができるのがプロポーザル

です。 

副会長     それで、質の良いって間違いないのか。 

 そとはま保育所を見ていると、子供に優しいといううたい文句で、エアコンでも、冷房でも１年中回り

っぱなしになっている。部屋の中がカビや湿気でいっぱいやから。 

会長      評判は良かったのでは。 

副会長     良いわけがない。 

あれは、雨漏りがして、それで湿気、カビ、これでなぜ子供に優しい、これプロポーザルでやったのに。

もっといい方法を考えないと、業者を選ぶのであれば。 

事務局     そういった反省をもとに、そういうことがないように、これからやっていきたいと思っております。 

委員      この方式で決めていくとしたときに、おおおその構成メンバーをここで確認しておく必要がないのかな

と思ったんで、質問させていただきました。 

（地域代表） 

（地域代表） 

（地域代表） 

（地域代表） 

（地域代表） 

（地域代表） 
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会長     どうでしょうか。 

事務局    よろしいですか。発注者が、有田市でありますので、その意向というのも必要になります。今考えている

メンバーの構成としては、建築の有識者数名、学校の先生、あと、教育長と所管の職員を数名と、副市長が

入っております。そういった構成です。 

副会長    ここのメンバーは、入るのか。 

 

事務局    今現在では考えておりません。 

副会長    なぜ入れないのか。 

 

事務局    いや、入れるか入れないかということではなくて、施主の意向として、ここは統合の準備委員会ですので。

この中で重複しておられる方もいらっしゃると思うんですが、そういった意見も反映できるように十分配慮

したいと思います。 

副会長    それはそうだが、前のそとはま保育所のときは、自治会とかも入れたのでは。 

 

事務局    すいません、それはちょっと我々もつかんでおりませんので、検討したいと思います。 

会長     他にございませんか。それでは、次にその他の議事で、連絡も含む説明等、お願いします。 

事務局    すいません、先ほど教育監のほうからありました、制服等の選定でございます。２月の１６日から２週間

アンケートを配布し、結果を集計いたしまして、本来でありますと、次の準備委員会ということで決定させ

ていただくんですけども、このままいきますと次は３月ぐらいかなと思っています。しかし、３月は、皆様

の異動等もあり、大変お忙しいと思います。先ほども教育監が言いました２月の末に、推進部会、校長先生

方の推進部会があります。そこでアンケート結果をもとに、そこで制服の方向性を、詰襟が良いのか、ブレ

ザーが良いのか、スーツが良いのか、この方向性につきまして、２月末の推進部会で決定したいと思います

けども、この件につきまして、この準備委員会の承認といいますか、審議いただきたいと思います。 

副会長    高くならないようにやってくださいよ。 

 

事務局    はい。 

会長     今の提案について。 

委員     よろしいですか。素朴な質問なんですけれども、男の子の中１年生は、ネクタイというものを巻けるもん

なんでしょうか。ちょっと私、男の子がいないんですけれども、先ほど中本さんおっしゃったように、値段

のこともそうなんです。裕福な家庭、すごくふえてきています。でも、困窮している家庭も、もう本当にい

ることはいるんです。ネクタイに関しても、恵まれた家庭は両親がいてて、そこをサポートしてあげれる。

しかし、恵まれていない家庭は、自分たちで、１人でネクタイを巻かなければいけない。中１の男の子って

いうのは、ネクタイになった場合、巻けるんですか。わかんないので。 

副会長    それは心配しなくても良い。今、つけるところがゴムになったものがある。 

 

委員     そんな形のがあるのですね。 

事務局    先ほど会長さんがおっしゃったように、展示会で見てみますと、ワンタッチでできるようなのもあります

し、本当に安くていいものを選べるよう業者に協力を求めてまいります。市のほうも、経済的に貧しいご家

庭と認定したご家庭には、新入学の準備金といたしまして、中学校に入学する場合は約８万円支給しており

ます。８万円あれば、制服一式買えるのかなと。認定したご家庭だけですけども、そんな制度もございます。 

副会長    そこのところ考えてやってと、私は言っている。そんな苦しい家もある。そのところを考えてやらないと
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だめだと思う。 

委員     つけ加えていいますけれども、母子家庭だけが貧しいんじゃないんですよね、父子家庭だって貧しいんで

すね。そこのサポートって、なかなかないんですよ、日本はね。 

会長     事務局からの提案について、了解願えますか。 

（一同異論なし） 

事務局    ありがとうございます。続きまして、校舎建築に関してということで、先ほど筋原が申しましたとおり、

３月末までには業者選定をしたいなと。来年度につきましては、設計を決める年度になってございます。来

年度秋ごろには詳細が決まってくると思います。秋までには、皆様方にこんな建物、３階建てのこんな建物

とか、それはまた随時報告やっていきますので、よろしくお願いいたします。 

       ただ、本当の最後につきましては、専門家も入りますので、そこはもう任していただいて、またいろんな

検討事項については、また提示させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

副会長    だけど、その業者を選ぶにおいて、ここにいるメンバーに、こんな業者でいきますとか報告をしてもらい

たい。設計もＪＶか。 

事務局    今のところ、ＪＶと単体の両方考えています。 

副会長    言っておきますが、地元の業者を優先してください。他所から業者引っ張ってきても、他所の業者は税金

を有田市に払っていないので。有田市に住んでる業者が、税金を払っているので、そこのところをよく考え

て下さい。 

会長     そのほかに質問等、ありませんか。 

委員     すいません。提案者、設計者さんを決定する時に、さっき言われたように、誰か第三者入るみたいなのっ

ていうのは難しいんですか。何かこういうのって、内々な感じがする気がするんですよ。ほかの目があった

ほうがいいのかなって、ちょっと話聞いていて思ったんですけど、僕はこういうの詳しくないんで、全然あ

れなんですけども。 

事務局    第三者の目としては、有田市とは全く関係のない、例えば建築家の方や教授とか、そういう方を有識者と

して呼んでくるきたりとか、第三者の目として考えております。 

副会長    一級建築の人とかですか。 

 

事務局    当然そうです。 

会長     いいですか。 

委員     例えば選考したときの議事っていうとか、そういうのっていうのは、何か公表とかされるんですか。 

事務局    一応、公平な採点するというところで、評価項目を決定し採点し、公表を行います。公表方法については、

まだ決っていませんが。 

会長     はい。その他、なければ、次に行かせていただきます。 

事務局    すいません、続いて学校名の議会決定ということで、本日中学校名決めていただきました。これをもって、

３月の議会に上程いたしまして、正式にはその議会の承認を得て決定ということになります。３月の末に、

正式な中学校名が決定いたします。決定後、皆様に通知いたしまして、住民の皆様にも周知徹底いたします。 

会長     以上の日程でございます。 

       次に、次回意見開催日は未定。 

事務局    すいません、本当は３月にということなんですけれども、皆様、年度末で大変お忙しいと思いますので、

次回はもう来年度にしたいなと思ってございます。 

       来年度につきましても、保護者の皆様であったり、自治会の皆様であったり、校長先生方、皆様の態勢が

まだ決まらないと思います。態勢が決まり次第、開催日等を決めていきたいと思います。よろしくお願いい
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たします。 

会長     以上で、本日の議事が終了するわけでございますが、きょう出席の皆さん方の、この準備委員会の委員の

メンバーは、今日で終わりとなります。最後となることも考えて、どんなことでもいいですが、何か質問、

ご意見等、この機会にあれば言っておいていただきたいと思います。 

委員     すいません、もう一回確認なんですけども、この【有和中学校】って決まった名前は、まだ口外したら、

まだこの場で、だけで押えておくのか、もう決まったって別に言ってもいいのか、その辺はどうか。 

会長     原則はいいんでしょうね、原則は。 

委員     進捗状況については、言ってもいいでしょう。最終決定ではないですけれども、最終は、議会で決まると

いうことで、報告は多分してもいいと思うんですよ。 

事務局    最終決定ではないです。最終決定は、議会で決まるということになります。 

委員     最終決定ではないと言いつつも、それに尾ひれがついて、もうそれに決まったでって、先行して流れてい

くのもまずいと思います。 

事務局    準備委員会で決まったということぐらいであればいいのかというふうに思います。 

会長     というあたりを踏まえておいていただきたいと思います。 

事務局    すいません、今のことにかかわって一言だけ意見言わせてください。先ほど、皆さんの意見、すばらしい

と思いました。大変感動しました。やっぱりみんな、一生懸命考えてくださったんだなと思いました。それ

で、【有和】って、こんなに票が固まるんやなっていう驚きもありました。 

       ただ、こう決まったでっていう言葉は広がるんですが、どんな思いを述べられて決まったかという、そこ

は伝わりません。それに対して、【箕島】って凝り固まっている人もいるんです。【紀文】って思い込んで

る人もいるんです。その人たちが、何なん、そんなもんに決めたんかっていうことがあると思うんで、そこ

を踏まえてよろしくお願いします。 

会長     その他、この機会にございませんか。 

教育長    この回が、今年度最後になるということで、それぞれ単位の団体さんから選ばれた方もいらっしゃるんで、

入れ替わりもあり、来年度の会には出席されない方もいらっしゃいます。本当にいろいろとお集まりをいた

だいて、ご協力をいただきまして、ありがとうございます。新しい中学校ということで、今日は名前が決定

したわけですけども、そこにコンセプトというか、思いを込めながら、本当にいい学校を創って行きたいと

思っております。 

       市長も、そのような考えで、いろんな形で、本当にいい学校をつくるためにはお金をかけましょうと、す

ばらしい学校をつくりましょうということを言っていただいております。 

       どうも本当に長い間、ありがとうございました。 

伊藤会長   以上で、本日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。 


