
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・金谷

小学校再配置個別計画検討協議会  第３回代

表部会  

２ 開催日時  
平成３０年１１月２０日（火）  

午後７時～午後７時４５分  

３ 開催場所  市民会館研修室  

４ 説明事項等  
・校章デザインの審査について  

・校歌について  

５ 出席者名  

代表部会委員   

今井湊小学校長、茂手木湊小学校 PTA 会長、

永井湊小学校 PTA 理事、大場湊地区代表区

長、鈴木天神山小学校長、醍醐天神山小学校

PTA 会長、進藤天神山小学校 PTA 副会長、

神子天神山小学校 PTA 副会長、神子天神山

地区代表区長、庄司竹岡小学校校長、鈴木竹

岡小学校 PTA 副会長、斎藤竹岡地区代表区

長、福中金谷小学校長、諸岡金谷小学校 PTA

副会長、楠金谷小学校 PTA 体育部長、手嶌

金谷地区代表区長  

事務局   

鈴木学校再配置推進室長、渡邉、芳村  

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・金谷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

部会長

議長

事務局

議長

議長

進行：事務局

１ 開会

２ 部会長挨拶

３ 報告

天羽小学校再配置の進捗状況について

４ 議事

① 校章デザインの審査について

今回、校章の選定にあたっては、応募総数が大変多かった

ため、会議の進行をスムーズに進めるにあたって、私の方か

ら事務局にあらかじめ候補作品をある程度絞り込むようにお

願いをしました。

前回の協議により生徒・保護者・教職員へ募集した校章の

デザインについては、90 通、101 件の応募がありました。限

られた時間の中で皆さんに選んでいただくには応募数が多か

ったため、事務局の方で 10 点選出させていただきました。あ

くまで便宜上事務局で選んだものですので、ここに挙がって

いない応募作品でも皆さんから候補として挙げていただくこ

とは可能かと思います。

資料は初見と思いますので、資料をご覧いただく時間を 15

分まで取りたいと思います。

資料確認 19:07～19：15

改めて確認ですが、事務局提案の 10 点を基に進めて行くこ
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委員

議長

委員

議長

委員

議長

事務局

議長

とに異議はございますか。全応募作品の中からも選考の対象

にしたらどうかというものがあれば、この場で挙げていただ

ければと思います。

文字ですが、天の小だと「てんしょう」のような気がして

いけないんでね、今提示されている 10 点も「羽」を加えたら

どうでしょう。

「天羽小」にしたいということですか。

天羽小にした方が「あもう」というか「あまは」というか、

絵的なものであるからいいという意見もあるでしょうけど、

どうも「天羽」ではなく、「てんしょう」のような気がしちゃ

って。「天中」ならなんとなくわかるんですけど、絵の中に「天

羽」と入れたらと思いました。

デザインをいくつか絞ったときにその辺の所も協議に加え

ていきましょうか。

そうしていただけると。

それでは、10 点に絞ったものの中から協議するということ

は、皆さんよろしいということですので、改めて事務局に確

認ですけども、校章の最終決定、今後の校章の進め方につい

てはどのように行っていきますか。

決定方法も皆さんに協議していただいて、どのような方法

でも決定していただければと思います。できれば一つに絞っ

ていただければと思いますが、どうしても意見が割れてしま

ってという場合には、２つ３つ持ち帰らせていただいて教育

委員会議や市長に伺いを立てて承認いただくという形にして

いければと思っています。大佐和中、天羽中の方では意見を

先に出していただいて、最終的には多数決という形で行って

いました。

一つに絞りきれない場合、最終的には教育委員会あるいは

設置者の市長の方でこれでという形になるということです。

一点に絞るかどうかについてもこの後の話し合いの中で絞れ
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委員一同

議長

委員

議長

委員

議長

委員

議長

事務局

委員

委員

議長

委員一同

るかどうかについては協議をしながら進めて行きたいと思い

ます。そういう進め方でよろしいでしょうか。

はい。

10 点ということでカラーとモノクロのものがあります。色

をつけるのかとかの協議をしていきたいと思いますけども、

デザインとしてまず選んでいただければと思います。皆さん

の心に決めたものがあると思うのでいかがでしょうか。では、

順番にお願いします。

～いいと思ったデザインを発表～

「天小」にしてもデザインの中に「天羽小」を入れるでも

いいんでしょ。

「天小」にするか「天羽小」にするかは、その中で「天羽」

にしてもいいかという協議をしていきたいと思います。

デザインを絞ってってことですね。

デザインをまず決めていきたいと思います。

色っていうのは、校章につくんですか。

それも校旗とかもあるから色もつけるよね。

はい。

海一色だと山間部の人は寂しいですよね。

このデザインだと羽の色がちょっと青過ぎるかなと、竹岡

だったら緑色とか、天神山だったら橙とか地域の色んな色を

入れていけばいいかなと思いました。

投票結果

②六票 ⑥四票 ⑧六票

この３つに絞っていいですか。

はい。
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議長

事務局

副部会長

議長

委員一同

議長

副部会長

議長

委員

委員

事務局

委員

委員

委員

委員

この 10 点には景品が出るんでしょうか。

１点だけです。

色をつけるとか丸を綺麗にするとかデザインの変更は可能

ですか。

皆さんが「天羽小」がいいっていうのも多少のデザインの

変更になるので、そういう色とか字を加えるとかというのも

この中で協議しながら絞っていくっていう感じでいいです

か。今、三つになりましたけど、全部「天羽小」にしてとい

う形で皆さん仰ってますけど、「天羽小」っていう形で字を入

れていくという形で統一というこでよろしいでしょうか。

はい。

全て「天羽小」っていれた形で、この中から三つについて

ご意見をいただけたらと思います。

デザインの中で字体の感じがいいなというものもありま

す。

柔らかい感じということですね。小学校っぽい丸い字がい

いだろうということですね。また羽の色を変えていったほう

がいいだろうと先ほどの意見でありましたよね。

木が入っているデザインがありますが、天羽小のシンボル

はこの木なんですか。

デザインとしてはいいと思いますよ。校章に説明文は入れ

るんですか。

説明文ではなく、作った方の理由は紹介させていただこう

と思います。

天羽の地にふさわしい他の樹木っていうか、扇の要になる

ようなものはないんですかね。それまでは変えちゃいけない

のかな。

桜の木にしちゃうとかね。

桜なんかいいと思いますよ。

デザインの変更がどこまで可能かですよね。
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委員

委員

委員

委員

委員

委員

議長

委員

委員

議長

委員

議長

委員一同

委員

委員

議長

委員一同

議長

事務局

あんまりデザイン変更しちゃうとね。

出した人が可哀想ですよね。

書いた意味が無くなっちゃうよね。

色を変えるってのはいいと思うんだけど、作成者にしてみ

たら嫌かなって思うんだけど。

このデザインは葉っぱと波なんですよね。もっと波っぽく

なるってことですよね。波、羽、虹ということで、虹は二色

じゃなくても色はつけられますよね。

四色にするとかね。

イメージ的には明るいんですよね。

これは理由がすごくいいんですよね。

作成の意図がすごくいいんですよね。

加工してこのデザインがいいだろうという意見が出ていま

すがどうでしょうか。

桜に変えたら自分が作ったのと違うってことになっちゃう

よね。

他のよりも今後のことを考えるとこれでいってみようとい

うことでいいですか。

はい。

波の形を少し変えたりね。

あまりいじらない方がいいんじゃないですか。できればそ

の中を「天羽小」にしてもらって。

「天羽小」っていうのは皆さんの共通ですもんね。では、

このデザインをきちんと整えてもらってやるという形でよろ

しいでしょうか。

はい。

採用された人は公表されるんですよね。

はい。
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事務局

議長

事務局

委員

委員

議長

委員

事務局

委員

委員

議長

議長

委員一同

議長

②校歌について

制作者の方から未来に向かう新しい学校の校歌ということ

で、地域や学校名にこだわらず、どう学校生活を送っていく

か、どう生きていくかを子ども達の心に刻んでいく新しいタ

イプの校歌であるというコメントをいただいております。ま

ず、お聞きいただければと思います。

～校歌を静聴～

子ども達が歌っている姿を思い浮かべるといいですね。

すごくいい曲だと思います。

さわやかだよね。

高学年が歌うような歌ですよね。

小さい子が歌っても可愛いと思いますよ。

今時の感じですよね。

こういう曲のように育って欲しいと思いがこもってるとい

うことでした。

地域が特定されないから逆にいいかもね。

流石って感じですね。

それでは、この曲を天羽小学校の校歌としていくことにつ

いて異議はございませんでしょうか。

異議なし。

それでは、議事の方は以上になります。


