
代表部会 会議録

１ 会議の名称
湊小学校・天神山小学校・竹岡小学校区再配置

個別計画検討協議会 第１回代表部会

２ 開催日時
平成２９年８月８日（火）

午後７時３分～午後８時５０分

３ 開催場所 市民会館研修室

４ 説明事項等

・個別計画検討協議会について

・校名について

５ 出席者名

代表部会委員

今井湊小学校長、佐久間湊小学校 PTA 会長、

川名湊地区代表区長、鈴木天神山小学校長、渡

邉天神山小学校 PTA 会長、醍醐天神山小学校

PTA 副会長、田中天神山小学校 PTA 副会長、

鶴岡天神山地区代表区長、伊藤竹岡小学校長、

榎本竹岡小学校 PTA会長、吉田竹岡小学校 PTA

副会長、島野竹岡小学校 PTA 副会長、松井竹

岡地区代表区長

事務局

鈴木学校再配置推進室長、當眞副主幹、渡邉

６ 会議録（発言の内容） 別紙のとおり
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湊小学校・天神山小学校・竹岡小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

委員

事務局

委員

事務局

委員

１ 開会の言葉

２ 学校再配置推進室長挨拶

３ 部会員自己紹介

４ 説明

① 個別計画検討協議会について

資料 ①個別計画検討協議会について説明

組織についてですが、例えば PTA 等部会は誰が招集して、

どこで会議をするんですか。

PTA 等部会については、基本的には学校の方で招集をして

いただいて、PTA が集まっていただければと思います。

地区の区長さんや PTA の役員さんがそれぞれの部会で決

まったことの共通理解を図る機会というのはあるのでしょう

か。

区長さん達については、第２回以降の代表部会のときに報

告をさせていただきます。PTA や校長先生については、「再

配置だより」を今後発行しますので、そちらの方でも他の部

会で決まったことについて、報告させていただこうと思って

います。また、不定期な形になりますが、このような計画で

考えていますと決まった段階でも出させていただこうと考え

ています。

それぞれの部会で担う役割がありますが、それぞれの部会

のタイムスケジュール、どこまでに何をやっていくのかとい

うものを事務局の方から示してくれるんですか。
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事務局

事務局

議長

事務局

議長

事務局

議長

委員

以前出した「今後の取り組み」という中にスケジュールは

載せてあります。変更があった場合はその都度、相談に応じ

ていければと思います。

② 個別計画検討協議会代表部会の部会員について

資料 ②個別計画検討協議会代表部会について説明

部会長 今井湊小学校長

副部会長 鈴木天神山小学校長、伊藤竹岡小学校長

部会長挨拶

５ 議事

＜校名の決定について＞

議長については、設置要領第４条第１項の規定により、今

井校長先生にお願いします。

校名の決定についての協議に入ります。事務局より説明を

お願いします。

協議会で校名について協議を進めていくのにあたり、まず

部会委員のみなさまから何らかの意見があれば伺っておきた

いと思います。

校名について意見というのは、変更あるいはこのままとい

うような意見をいただきたいということですか。

それも含めて意見をいただきたいということです。

みなさん各組織を代表してきていると思うので、言いにく

いところもあると思いますが、今後も話し合いを継続してい

きますので、私的な考えでも結構ですので、出していただけ

ればと思います。

校名は、我々代表だけで意見を出すのか、学校で保護者か

ら出してもらうものなのかが気になります。
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委員

議長

事務局

議長

委員

我々代表だけで決めるのであれば、割と簡単に出てくるで

しょうけど、保護者全員に手紙を出してとなると、それなり

に時間をいただかないとできないと思うんですけど。

ここで決めることは簡単だと思うんですが、PTA 会員のみ

なさんにアンケートをしっかりと採って決めていかないと、

決まった後にやはりいろんな事が出ると思いますので、そこ

はしっかりとしていかないといけないと思います。

他の協議会では、この辺の話し合いがどのようにされてい

るか教えてください。

天羽中・天羽東中の協議会では、代表部会で話し合うのに

あたって市教委の原案をもとに PTA 本部会、区長会などで話

し合いをしていただき、再度９月後半に集まって、原案をも

とにした話し合いを進めていくことになりました。ただし、

天羽と天羽東中が一番最初の協議会でしたので、大貫・佐貫

がどういう風に進めるのか、この小学校３校がどのように進

むのかによっても方向性を考えていかなければならないとい

うことで、そちらの方も合わせて相談をしていくということ

になっています。

大貫中・佐貫中の協議会では、地区の住民、小学校４年生

以上の児童と生徒とその保護者に応募をかけ、その結果をも

とに 10 月の終わりに２回目の協議会を行うという予定にな

っています。

君津市の統廃合では、広報を使って市民に広く名前を募集

しています。環小では、市教委の方から原案を出し、両校の

保護者に話をして了承を得ました。色々な決め方があるとい

うことを承知していただければと思います。

ここでは、改めてここで決めていくという方向でよろしい

でしょうか。

全員というのは絶対あり得えないので、どっかで線を決め

る方法を事務局で決めておかないとと思います。
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議長

委員

委員

委員

委員

議長

委員

事務局

ある程度基準を作っておいて、そのうえでやっていく方が

いいという意見ですね。

これは吸収合併ではなくて、対等な合併ということですよ

ね。公募というのは、よさそうだけど、多い方の勝ちという

かそういう風になってしまう可能性が高い。それは、単純に

言う公平とは違うなと思って難しいなと思います。

湊小が多いから湊小になっちゃうということですかね。

でもそれはどうなのかとなりますよね。

確かに全家庭が合意しているということはないと思うんで

すよね。これが新しくなり何十年と続く名前であると思うの

で、先のことを見据えたうえで考えていかないといけないと

思うので、難しいですよね。アンケートを採るにしても候補

があってもいいのかなと思います。保護者にアンケートを採

ることも悩むところではありますね。

今後の統合をどういう風に進んでいくかを考えると、環小

も統合を考えてくれないかという話もあります。金谷小も統

合の可能性はゼロではないと、ここでは今３校の代表で話を

していますけれど、いずれ５校にということも視野にいれな

がら考えていかなくちゃいけないのかなと思います

天羽中はどうなっていますか。

天羽･天羽東中のときは、具体的な名前も出てきたのです

が、大貫・佐貫の場合はみなさん全員一致で公募となりまし

た。多数決にするとどれが多いからそれにするということに

なってしまいます。それが本当に全員の民意を反映している

のかと考えると、少人数で新たに入る不安を抱えている子達

の保護者の安心やその子達のことを本当に考えたことになる

のか、数だけではちょっといえないのかなということでした。

公募はするけれども、数でどうこうしないと、公募されたも

のについて、何票あろうとも１個の名前として出そうという

ことになっています。
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議長

事務局

議長

委員

議長

事務局

議長

委員一同

議長

委員

委員

公募して上がってきた名前を誰が決めるんですか。

この代表部会です。この会議は会議録を取っていますので、

雰囲気や様子など、そういったものを併せて教育委員会議の

方に出させていただいて、最終的に教育委員会議の方で最終

的な選択をしていくという方法がよいのかなと思います。

設置者は、市ですからね。

金谷や環が来るときにはまた名前を変えるんですか。そう

いう可能性もあるということでしょうか。

せっかく集まっているわけですから、そういうことも考え

た名前にしましたとした方がいいのではないでしょうか。

金谷や環が入っても不自然ではない名前に決めていただけ

るとよいかなと思います。その辺はみなさんのご配慮をいた

だけるとありがたいです。

今までのご意見を整理していくと、代表部会の中で一律決

めてしまうというのはいけないだろうと、保護者の方とか地

域の声や意見を聴きながら決めていく方向で考えて行きまし

ょうという考えが多いと思うんですけど、そういう認識でよ

ろしいでしょうか。

はい。

そうすると、決め方ですよね。君津市みたいに市民に広く

公募するのか、私たちの地域の中で聞くのか、保護者で決め

るのか、意見を聴く範囲をどうするのかというのがひとつ議

題になってくると思います。

範囲っていわれると、大変ですよね。学校の関係だから子

どもがいる父兄だけでいいんじゃないですかね。

学校にいる父兄といわれても、平成 32 年度だと今の PTA

の者は来年いなくなります。関係がなくなるのに、我々が首

を突っ込んでいるのも変になるのかなという話にもなりま

す。もっと地域の人達とか、小さい子ども達が今後小学校に

関わってくるわけですから、今在校している PTA だけに絞る
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議長

委員

議長

委員

事務局

議長

委員

議長

事務局

議長

委員

議長

委員

委員

というのも変じゃないかなと思うんですけど。

今考えられるのは、３校の学区の範囲っていうことでしょ

うか。それ以上は広げないということでよろしいでしょうか。

今金谷の意見は聴けないですよね。

そうですね。

でもそういう風になったというのは金谷の方にも話に行く

ということですよね。

金谷の方に懇談会なりでいくときには、こちら３校のみな

さんがそういう気持ちで今の名前を作ってくれていますよと

いうことは、何らかの機会で話をできればと思います。

これからの学校というのを考えながら決めているというと

ころは記録にも残していただきたいし、それで決めていくと

いう方向性で話し合いが進んでいくと思います。

それでは、３校の学区の方に公募をかけるという方向性で

やっていくということでよろしいですか。

それは当然小学校に上がる保育所、幼稚園にも出さないと

いけないですね。

各家庭にですので、家庭数分のアンケートは必要になって

くるのかなと思います。

お子さんがいてもいなくても、この３地区の地域にお住ま

いの方に全ていくようにということですね。そうすると回覧

以外に手がないと思います。大貫の方もそういった形をとり

ます。

回収率がどれくらいあるかっていうのが、問題になってき

ますよね。

回収率は締め切りを決めてしまって、それまでに出さない

人は意見なしでいいんじゃないですか。

10％では寂しいなとは思いますが。

それはそうですけど、それがみんなの総意かなと。

期限を決めて、そこまで出してもらえないのであれば、そ
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委員

事務局

議長

事務局

委員

事務局

委員

委員

事務局

委員

事務局

議長

れはしょうがないんじゃないですか。

学区外から来ている子どもがいた場合は、回覧板が回らな

いと思うんですけど、そういう方達は事務局の方で調べて、

手紙なりを出すのですか。

学校とかを通してなら、それは可能だと思います。

今回は回覧を回して校名を募集していくということでよろ

しいですか。

地域住民の方に出せば、保護者やこれから上がる保護者だ

とか、特別思い入れがある方にも届くので、回覧を回し、学

区外の人は学校を通じて対応していくということでよろしい

でしょうか。

中学のやり方と違ってもいいんですかね。

それは構いません。天羽の中学校の方も２回目の会議のと

きに２校がこうやってやっているからうちもという形になっ

ても構いません。大切なことなのでじっくり考えていただけ

ればと思います。先ほど応募の数が少ないのではというお話

がありましたが、例えば小学校の保護者の方に、こういう回

覧がまわりますので、是非出してくださいというような手紙

をだすというのはどうでしょうか。

予告文ということですね。

それはどうやって出すのですか、保護者だけですか。

基本的には保護者に出したいと思います。、幼稚園、保育園

までには何とか出せるかと思います。

来月の回覧で回るということになると、こういう風に決定

しますよっていうのも書かないといけないですね。例えば、

多数決では決めませんとか、委員会で決めますとか、今日、

そこまで話を進めないといけないと思います。

そのことについては募集要領というものを仮に作っていま

すので確認していただけたらと思います。

募集した後にどうやって決めていくかのプロセスについ
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事務局

委員

事務局

委員

事務局

委員

事務局

委員

委員

議長

事務局

委員

委員

て、話を詰めていくということですね。

配布しました募集要領の募集内容については、応募資格は

三地区の住民の方々、応募期間は９月７日から 10 月 16 日ま

でになります。応募条件に地理を加えさせていただきました。

応募用紙に必要事項を記入のうえ、郵送又はファックスとあ

ります。応募箱の設置場所ですが、ファックスが家にないと

いう方のために、応募箱を市民会館と各学校にと思っていま

す。選定方法は、代表部会において候補の選定をします。同

一名称はすべて一つの案とします。あとは、氏名等は公表し

ませんというような要領です。

この名前や住所は、書かないといけないですか。書かなく

てもいいと思うんですが。匿名ではダメなんですか。

匿名も考えましたが、無責任なものを書かれるケースにつ

いて考えました。

これ回覧で回すんですよね。回覧であんまり住所、名前を

書いて出してくれっといっても、全然返ってこないですよ。

回覧で回収っていうのは、難しいということですか。

回覧で出すときには個別に取ってもらうということです

か。

はい、一戸ずつ渡るように。

各家庭に一枚ずつ渡るようになるわけですか。

吉田屋とかに置くとか。

そうすると吉田屋に交渉しないといけないですよね。

基本的には公共機関を考えております。誰かにいたずらさ

れたりとか、保管ができませんので。応募用紙自体も市民会

館や各学校に置かせていただいて、無くしてしまったとか、

一人で何通も出したい場合の対応をしたいと思います。

区は封筒入れて糊貼って区長の方に戻ってくるとかした方

が、回収率はいいんじゃないかと思うんですよ。

人の手に渡ったときにここに名前が書いてあるということ
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事務局

議長

委員

委員

委員

事務局

議長

委員

議長

事務局

委員

事務局

議長

は、こういう名前を書いたって見られるのはあんまりよくな

いと思うんですよね。

名前は無記名でも可とさせていただきます。

封筒に入れて区長さんのところに届けるというのも出まし

たが、区の方ではどうですか。

区によりますかね。区が広いところは面倒くさがると思い

ます。

お年寄りの方は、歩いて出しに行くというのは難しいんじ

ゃないかと思います。そこは区の方でやっていただいて、班

長さんにも協力していただくほかないと思います。

気持ちがある人だけもっていくというこうとで、一円玉募

金と同じように応募したい人は区長さんに持って行ってもら

うということで、いいんじゃないですか。

そういう方法も可能ということでやっていきたいと思いま

す。

次に「選定方法及び発表」です。「応募のあった校名案とそ

の理由をもとに、学校再配置個別計画検討協議会代表部会に

おいて、学校名の候補の選定を行います。同一名称はすべて

一つの案とします。多数決で決まるものではありません。」と

ありますがいかがですか。

選定については書いてありますが、発表についてはどうし

ますか。どこで発表するとか。

これは設置条例を変える時じゃないと発表できないですよ

ね。事前にはどうなのですか。

これくらいの総数が出て、これくらいの候補にして、これ

位の候補の数にしましたというのはインターネットですと

か、再配置だより等で途中経過の方もお知らせできます。

議会を通さないと正式な発表はできないですよね。

正式なものはできません。

設置条例ですよね。
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事務局

議長

事務局

議長

事務局

議長

はい。

続いて、決定までのプロセスを事務局からお願いします。

決定までのプロセスですが、今決めていただいたとおり、

住民からの公募ということで、募集を行った後に、まず候補

の第一次選考を行います。候補が多かった場合には学校再配

置推進室の方で 20 から 30 程度に絞ります。みなさんには一

覧表の方もお渡しします。この 20、30 の中で２つとか５つ

に絞っていただきます。中々絞りきれないという場合は一度

PTA や地区に持ち帰っていただいて、揉んでいただいて、１

か月後位に揉んだものを持ち寄っていただく形になるかと思

います。その中で、候補の順位付けやそれができなければ選

定の理由についてまとめていただたものを元に推進室の方で

市長との協議や教育委員会議において協議決定し、最終的に

は議会の方に諮って、富津市小学校設置条例の改正、そして

正式な決定ということになります。

今後は、このスケジュールに基づきまして、会議の方を開

いて行きたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。

次回の会議日程は改めて連絡させていただきます。

以上で議事の方は終了といたします。

６ 閉会のことば


