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大貫中学校・佐貫中学校再配置個別検討協議会代表部会 会議録（概要）

発言者 発言内容

事務局

事務局

和田校長

事務局

事務局

議長

事務局

１ 開会の言葉

２ 自己紹介

３ 説明

（１）学校再配置検討協議会について

（２）代表部会及び役員について

４ 部会長あいさつ

５ 報告

①大貫・佐貫地区の進渉状況について

②他地区の進渉状況について

６ 議事

＜校章の決定方法について＞

① 校章の決定方法について

議長については、和田校長先生にお願いします。

議事に入らせていただきます。事務局よりお願いします。

校章の候補をどのようにして決めていくかについて議論し

て頂きたいと思いますが、最終的には上がってきた校章のデ

ザインに関するものですから、それぞれの方の好みがあると

思います。皆さんがいいと思うものをいくつかあげて頂いて、

この中で皆さんの中でこれというものが決まればそれでいい

と思うのですが、そうでない場合も無理して決定せずいくつ

か候補を決めてもらい、最終的には市長、教育委員さんにも
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委員

事務局

委員

事務局

委員

委員

事務局

委員

事務局

委員

事務局

見ていただき決定していくという方法を取っていきたいと考

えています。

最初から一般公募で始めるのでしょうか。

どういう形がいいか、皆さんで決めて頂ければと思ってい

ます。

ある程度案を作って提示するのか、全く自由に出してもら

うのでしょうか。校名の時は全部自由だったと思いますが、

最初からオープンで全部募集するのか、ここで決めたことを

ベースに公募するのかどちらでしょうか。

皆さんが決定された方法で構わないです。

どういう方法で決定していくかも、代表部会で決める内容

ですよね。

具体的に何月ぐらいまでにデザインを決定したいと事務局

は考えているのですか。年度末ですか。もっと前ですか。

出来れば今年の 12 月位までには決定できれば、その後の作

業が楽かなとは思っています。

基本的には、今年度末までに正式決定したいということで

すよね。今年の 12 月位までにだいたい決定していれば承認の

手続きの時間が取れるってことですかね。

そういうことです。

公募にかけるならかなり早くここで決定していかないとい

けないですよね。

校章についての決め方はいくつかあるかと思うのですが、

今まで校章を決めてきた学校を見てみますと、一つは、学校

に決めてもらう方法です。例えば新しく大佐和中学校が出来

た時に、その時の校長先生、生徒会の子たちを中心に自分た

ちの学校の校章をみんなで考えて作っていくというやり方が

あります。この方法はみんなで作るという良さはあるのです

が、開校したときに校章が決まっていないということがあり

ます。開校してから決めるというと、なかなか思うように進
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議長

藤田校長

委員

議長

委員

委員

委員

事務局

委員

委員

まず後から後からになってしまうのがデメリットです。逆に、

事前に決定すると準備がすべて整った形で開校できます。校

長先生にこのことについて、どういった方向でお考えになる

か考えておいて頂きたいという事でお願いしてあったと思い

ます。その点についてまず両校の校長先生の方からお考えを

聞かせて頂ければと思います。

私は、出来た状態で新しい学校になって欲しいと思ってお

ります。校名も昨年公募しましたが、今回についても少し広

く案を出してもらうような形をとってもらって一緒になるま

でには決定してもらえたらありがたいなと思っております。

私は、学校生徒だけではなく大佐和中学校になるにあたっ

て新しい地域になる訳ですし、地域方々の思いや願いとかそ

ういったものも反映されるべきだと思いますので、学校の教

員や生徒だけじゃない方がいいと思いました。

校名の時のように、校章募集とここに載っているような絵

を描いて出してもらうということですかね。

そのような感じです。

校名と違ってテクニックが必要になりますよね。難しいと

思いますけど。

確か富津市のロゴもそういう募集方法で決めましたよね。

校名の時はどこまで募集をしていましたか。

地域と保護者です。

どこまでの人に募集をかけるのかも、ここで決めていいっ

てことなんですね。例えば全国にすれば多才な方がすごく素

敵なものを考えてくださったりしますよね。

時間的なものもあまりないので、たぶん地区内でしか公募

をかけられないのではないかなと思います。例えば１年間の

間で公募しますってことになれば、色々な形で公募の発注も

出来るんでしょうけど、今おっしゃられたように今年の 12

月までに決定しておきたいというのが決まっているのであれ
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委員

委員

委員

議長

委員一同

議長

事務局

議長

ば、前半である程度の図案が上がってこないとなかなか決め

られないんですよね。そう考えると広く公募してしまうと、

予想される事として図案がちゃんと集まるまでなかなか協議

もできませんからね。でも、地区でも結構そういうものに長

けた人はいると思うんで、意外と募集は集まってくるじゃな

いかと思ってます。

ある程度校章のデザイン候補が決まれば、オリンピックの

マスコットの時のように全部の生徒に選んでもらうのもいい

と思います。

オリンピック方法は良かったですよね。同じような形で、

代表部会の中での決定ではないほうがいいと思います。

決定するまでには沢山協議しなくてはいけないので、その

協議期間が意外と必要なのかなと思います。

学校で決める案と広く公募という案ですが、学校で決める

っていう話は出てこないので、広く公募というような形でこ

こではよろしいでしょうか。

いいと思います。

それでは校章の募集について、公募をするということで進

めます。

色々ご意見を頂いた中では、最後は我々がある程度決めて

から最終的に子どもたちにという話もありました。最終決定

はどういった形にするか、また一緒にご相談させて頂ければ

と思います。それぞれの地区・学校の決定方法として、全体

のイメージが周辺の環境であったりとか、こういう学校にこ

ういう子どもに育ってほしいと願いを込めているものとデザ

インから公募するものという２種類があるようです。まず、

最初に決定する事として、願い等を入れていくべきかデザイ

ンだけにするかどちらの方向でいくかを検討いただきたいと

思います。

イメージだとか願い等の優先か、デザインを優先するかを
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議長

委員

事務局

議長

委員

委員

委員

事務局

委員

これから少し時間を取りますので考えて頂ければと思いま

す。

～検討時間～

イメージ願い等が優先で決めた方がいいか、募集されたも

のを優先した方がいいのか、ご意見のある方いらっしゃいま

したらお願いします。

デザインするにあたって応募する方は、絶対何かしら学校

への想いで書いていると思うんですよ。何も考えないで校章

を書く人はいないと思うんです。今デザイン優先にするのか、

願い・イメージを優先にするのかということを心配する必要

はあるのかと、それが私の正直な意見です。応募するに当た

って資料のような感じに書くと思うんですけど、デザインす

るにあたってこういうイメージで書きましたっていうのが絶

対上がってくると思うんです。だから、そこまで心配する必

要はないかなと思います。

つまりデザインを描いてもらって、そこにどういうイメー

ジで描いたかって書いて頂くということですね。

デザイン優先っていう形ですね。

優先ということではなく、デザインを描くことに対して何

かしらの想いがあって描くと思います。

公募が全国区になってしまうと、大貫や佐貫の想いは薄れ

てくると思うのですが、募集地域を限定すればある程度想い

がのってくるんじゃないかなと思います。

当然ここにこういう想いで描いたというのも記載されます

し、イメージで校章になっても大丈夫だと思います。

描いていただいたデザインの理由を書いてもらえばいいっ

てことですね。

そうです。
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委員

委員

委員

議長

委員

委員

委員

委員

委員

事務局

委員

デザインも想いもどちらも入れたいというのであれば、対

象地区をある程度絞った方がいいのではと思います。

すでに校名が決まっているので、そこから当然イメージし

て、もっと時間があって広く公募したとしても、その中で大

貫と佐貫が合わさるとなれば、それなりのことは作る人が当

然考えてくれると思うし、だからデザインを先にしろとか、

イメージや思いを先にしろとかではなく、わざわざそれを謳

うことはないんじゃないかなと思うのです。

私もこの場で決めなくていいと思います。

公募をかけていく範囲が必要ですかね。

恐らく一番肝心な所は、そこじゃないかなと思います。例

えば大佐和だけというのもあれば、富津市全体で考えてもら

ったほうがいいとなれば全体で、周り近所もどうせこれから

統合とかも考えてもらうんだから、君津地区にしましょうと

か、色々範囲はありますよね。それによって、どこまで公募

するか範囲を絞れば自ずと決まってくるじゃないですか。

想いとしては大佐和地区の学校区の中になると思うんで

す。デザインってことを考えると好きな人は天羽地区にも富

津地区にも居ますしね。

君津に居ますってことにもなるとね。新住民とか別のとこ

ろから来てる人も結構凝っている人もいますので、他地区で

も応募しようと思う人はいると思うんです。でも、私は広げ

ても富津市内かなと思ってます。

これは住んでいるところの話ですか。それとも例えば大貫

中・佐貫中を卒業して市外に住んでいる方もたぶんいっぱい

いると思うんです。

前回の校名はインターネットで募集はしてないですよね。

してないです。

つまり該当地区に住んでいる人に回覧板でお知らせすると

いうことですよね。
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事務局

委員

事務局

委員

事務局

委員

委員

委員

委員

事務局

議長

そうです。

ホームページに載ってませんでしたっけ。

募集については載せてません。募集の段階では地区の方に

ということだったので、地区住民、保護者、生徒でした。

どこかのデザイナーに事務局で目星つけているんじゃない

ですか。

つけてないです。作られたものを元にして例えば小学生が

つたないけど一生懸命書いたものがいいってなったときに、

それを綺麗にデザインするのは、富津市内でも美術の先生が

いらっしゃるので、その先生方にはお声をかけさせて頂いて

ます。ですから、多少デザインが歪んでるとか、そうじゃな

くてこのアイデアがいいねとかそういうことでみなさんから

評価していただければ、それを綺麗に修正していくことも可

能です。

例えば他県のものとか、類似のものも除外していかないと

いけないですよね。

同じのがあるようだったらそうですよね。

それなかなか調べきるのは難しいですね。

私のデザインでしたって言われると困りますね。

学校の校章については、例えば商売が成り立つとかそうい

ったことではないので、これまでそれで訴えられたとか、今

まではないみたいです。オリンピックみたいなロゴになると

あれを使って商品化してってのがいっぱいあるんですけど。

他市の方でも当事者がデザインを真似て何かがあった場合に

は当事者で責任をとってくださいという一文をいれていたそ

うなんですが、特に何もなかったそうです。

まず公募をかけることはよろしいでしょうか。そして、ど

こまでを公募の範囲とするかですけれども、全国はあんまり

出てなく、今出ているのは大佐和地区、富津市内住民、卒業

生から応募できたらいいという話も出ました。その辺につい
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委員

事務局

委員

事務局

委員

事務局

委員

委員

委員

事務局

委員

事務局

てご意見を少し頂ければと思うのですがどうでしょうか。

これは公募かけたらデザイン料とか出すんですか。

我々の方では何も出さないつもりで今のところいます。

それは前提ですよね。

ただ他市は、公募されて入選したものについてはデザイン

されたものの記念品と感謝状を一緒にお渡ししたそうです。

可能であれば我々の方でもそういったものも考えてますし、

もしくは地区の中だけでということであれば、地区の方々は

そういったものを望んではやらないかなと思います。

今回は大佐和中学校・新生天羽中学校・天羽小学校もみん

なそうですよね。そうすると範囲が広がりますけど、富津市

のホームページに載せた方がいいのかなと思うんです。その

ときに出身者に限るという枠を設けるかってのもあります。

回覧で終わった場合は範囲が限られてしまいますが、市外ま

で回せないですよね。ちなみに、天羽中学校はやっぱり校章

はこんな募集方法ですか。

学校名はそのままなんですが、校章と校歌は変えましょう

ということになっていまして、来週会議の予定です。

回覧板を見る方は少ないし、年齢も結構限定されるんです

よね。

だから公募するときにどこにどういう風に発表するかとい

うのも考えていかないといけないと思うんですよね。

前の校名の時どんなのが出たかっていうのも、それもよく

わからないですけど。

校名の時は地域の方と大貫中・佐貫中にそれぞれ在籍して

いる子ども、保護者の方限定で公募しました。

回覧板と保護者の方にだったら世代は大丈夫ですよね。

同じような形で天羽の小学校も校名を公募したんですけど

も、天羽の方は保護者もその地区に含まれるんだからわざわ

ざ学校に配らなくていいだろうと地区の回覧だけでやったと
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委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

議長

事務局

委員

事務局

ころ 80 件くらい応募があったんですね。大佐和地区の中学校

については保護者、子どもたちそれぞれに配り全部で 362 件

の応募がありました。やっぱり回覧だけより学校で配布する

と応募数は多いと思います。

公募の仕方はどこの範囲までかで変わってきてしまうので

先に範囲をどの辺までやるというところを決定した方がいい

と思います。地区だけだとちょっと寂しいかなって思いもし

ます。さっきも言ったように大貫、佐貫中学校を卒業して市

外に住んでる人も結構居るだろうし、両校に関係があったか

ら応募したい人もいない訳ではないと思います。せめて昔の

郡市内にするとか、それはちょっと広すぎますかね。

大貫、佐貫中学校に在籍していた人といえばいいのではと

思います。

まあそうですよね。でも、全国に行っているので全国に広

げると結構大変なんですよね。

ここら辺ぐらいしか広報しなければ大丈夫ですよ。

広め方というと当然そういう風になってくると思います。

ホームページで条件として「両校の卒業生」とつけておけ

ばそれでいいんではないですか。

そうですよね。そういうのを出してもらえば、フェイスブ

ックだとか、１人を対象にするとあっという間に広がってい

きますので、そんな中で在籍していた人とか住んでいました

ということをいれてもらえれば、それはそれでいいんではな

いかと思います。

全国レベルではありますけれども、限定として縛りをいれ

るといいと思います。

卒業生ということになれば最終的には卒業生台帳で調べる

ことは可能ですよね。

そうなると、この方に謝礼するってことですか。

縛りだけかけるけれども、公募があっていい作品で残った
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委員

委員

委員

議長

委員

議長

委員一同

議長

議長

事務局

時に卒業生か確認するとかですかね。

そうやって考えると範囲も決めなくていいのかなという気

はします。そうすると今度は公募する方法ってことになりま

すが、回覧でとなるとこの地区だけになりますので、いかに

それを広げていくかですけれども、ホームページも必要でし

ょうし、ＳＮＳをうまく利用してそれを広めるやり方も考え

なくてはいけないのかなと思います。

両方ですよね。地区はインターネット見ない方もいっぱい

居ると思います。

回覧は地区で回す必要もあると思います。学校のホームペ

ージはありますか。

大貫中も佐貫中もあります。

そしたら学校のホームページに載せるのは当たり前ですよ

ね。

方法として校名の時みたいな地域の人に声を掛ける意味で

回覧板が一つ、もうひとつが卒業生ということで学校のホー

ムページ、市のホームページも載せてもらって、卒業生に限

るという縛りをつけるという意見が出ていますけれどもいか

がでしょうか。校章につきましてはそういう方向で計画する

ということで、よろしいでしょうか。

はい、お願いします。

色々出していただいて本当にありがとうございます。

②校歌の決定方法について

次に、校歌の方です。事務局から説明お願いいたします。

校歌については専門性が高いので誰でも出来るという訳に

はいかないと思います。曲の制作について先に説明させても

らいます。曲については、富津市と関わりのある作曲のでき

る方々に依頼をした方がいいのではないかと、これがまず一

段階目です。その方々に断られてしまうこともありますので、
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委員

事務局

委員一同

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

二段階目としては、他市の方式なんですが全国とか市内の方

から公募をかけていくのはどうかなと思います。その市の場

合は公募をかけたところ地元出身の作曲家がいらっしゃって

その方に最終的にはお願いしたとのことです。作詞の関係と

細かい打ち合わせも必要なので、なるべく近隣の方がいいと

いうことでした。公募の方でもいいものが集まらなかった場

合には、専門業者に依頼する事を考えています。校歌とか専

門で作っている会社です。この三段階で我々の方で作曲され

る方々にお願いしていくということでどうかと思います。

まずは、富津市にゆかりのある方々にお願いしていけたら

と思っています。その方々が都合でダメだった場合は、次の

方を検討することを第一段階としてよろしいでしょうか。

その方全員に声をかけるんですか。

順番にしていきます。

いいと思います。

なかなか校歌というのは特殊な言葉が並べられていますよ

ね。特殊な言葉じゃないんでしょうけど、普段歌っていない

詞が並べられているじゃないですか。これって専門業者じゃ

ないんですけど、そういう業者じゃなくても大丈夫なんです

かね。校歌って難しい詞と言うか綺麗な詞というか、そうい

う詞が多いですよね。

かつてはそうだったみたいですけども。

今だから、今は今なりの詞が出てもいいんじゃないですか。

校歌によく用いられている詞じゃない方がいいっていうこ

ともあるのではないですか。

なるほど。ポップに。

そういうのも是非って声もあります。

作る方もいるということですね。

もし、その方に声をかけてやってくれるってことになれば、

早めに話を持って行っていいんじゃないですかね。
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やるやらないは別ですけどね。

歌詞についてですが、こちらの方が我々素人の方でも少し

入れられるのかと思っています。それから依頼をしようとし

ている方は、地元のことも多少は知っていると思うんですけ

ども、皆さんの方で知っている言葉、地元の方ならではの言

葉はあると思います。地元の方ならでは詞もあると思うので、

歌詞について盛り込みたい言葉をこんなの入れたらどうかな

と募集してもどうかなと思っております。それともそのまま

委託してしまうか、それについて皆さんでご相談して頂けれ

ばと思います。いくつか言葉を選んでそれを歌詞に散りばめ

てくださいって依頼していくってことです。

佐貫中の校歌と大貫中の校歌の中からワンフレーズずつ書

いてくださいってのでもいいんですか。

そういうのでもいいと思います。

「鹿野山」は現在の両校の校歌に入っているんですね。

こういうフレーズは入れて欲しいっていうのは、ある程度

聞いてもいいと思います。

公募してもいいんじゃないんですか。それこそ校章と同じ

時期にこういうことも募集しますって、一緒に出せばいいと

思います。

校章の方と一緒に両校の卒業生ってことでいいですか。

同じ言葉がいっぱい応募が来ても、俺もあれ出したなとい

う参加したというのがあると、随分想いも変わってくると思

うので、その方がいいんじゃないですかね。

公募の方法を確認します。校章の方は、デザインを作って

もらってそこにどういう想いが込められているか、記載して

もらう形で公募していき、大貫中、佐貫中の卒業生にも書い

てもらう。インターネットは大貫中、佐貫中のホームページ、

それから市のホームページ、回覧、富津市広報、掲載になる

かわかりませんが、こういう募集を富津市の方でやってます
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よということで新聞社の方にも出して、そうすれば広く皆さ

んにも伝わりやすいのではと思います。よろしいでしょうか。

同時に歌詞の方について、同じように大貫中・佐貫中の卒

業生も対象に校歌の詞を募集することを、同時期にやらして

頂く。公募の時期についてですが、この後市役所の方も色々

な手続きがありますので、７月から８月いっぱい位までで、

２か月間でどうでしょう。９月位でまた皆さんにお集まり頂

くということでよろしいでしょうか。

はい。

校歌と校章については２か月間公募して結果を集約させて

頂いて、またちょっと先になってから皆さんにご案内をさせ

ていただきたいと思います。

７月、８月の公募は、回覧は７月回覧ですか。

広報ふっつも７月号に掲載依頼をしたいと思います。

そうなると実質 45 日だよね。

地域の方はそうなりますよね。

それはしょうがないですよね。そんなに長く公募期間って

取れないですし、しっぽが決まっているからね。私は、ボー

イスカウトをやっているので、ボーイスカウトをやったとき

に必ず子どもと保護者に対して、イベントのワッペンを作ら

せるんです。大会期間中大きなイベントになると１年間その

ワッペンをつけるんですよ。そうするとそれをイメージして、

ほとんど子どものデザインを広げられるようにしてるんです

けど、大人じゃなきゃ無理かなみたいなのはあるので、そう

いうのは別としてもほとんどの子どものデザインはなかなか

いいのが出てきますよ。

みなさんにお配りしているものの中に校章応募用紙に要領

をつけてありますので、こんな形がベースで、あとは校長先

生達と相談させて頂いて公募を行うでよろしいでしょうか。

公募はたぶんＡ４用紙でやると思うんですけど、応募用紙
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の大きさを揃えないと後で見て選ぶ時に、非常に複雑になっ

てしまうので、枠を作った方が選びやすいのでお願いします。

同じ条件にしてもらうってことですね。

では、色々とご意見いただきまして大変ありがとうござい

ました。これで議事を終了させていただきます。

７ 閉校式、開校式について

８ 閉会の言葉


