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峰上地区保護者懇談会会議録

発言者 発言内容

能城部長

岡根教育長

當眞副主幹

鈴木室長

保護者Ａ

高梨参事

保護者Ａ

當眞副主幹

進行：鳩飼教育センター主幹

１ 開会の言葉

２ 参加職員紹介

３ 教育長あいさつ

４ 富津市小・中学校再配置計画（案）に関するＱ＆Ａ（追

加）説明

５ 環小学校の再配置に関するアンケート調査について

６ 質疑

スクールバスは、金谷とか全てが統合した場合の台数は決

まっていますか。

正確な台数はまだ決まっていませんがおおまかなルートに

ついては前回に示したものになります。

この峰上地区については今バスが２台あり、今人数が少な

いですが、運転手さんが子どもが今日何人乗るかとか把握し

ていないところもあって、この前も目の前まで中学生が来て

いるのにバスが行ってしまったということがあって、何人が

その日乗るとか把握ができていないのではないかと思いま

す。遠くなったときに乗れなかったらというのが保護者の不

安でもあるし、金谷地区とか峰上地区には何時に着きますよ

というようなシミュレーションはできていますか。

スクールバスの時刻表については、この前示したコースを

もとに部活がある日やない日などを踏まえてスケジュール等
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保護者Ａ

高梨参事

保護者Ｂ

能城部長

保護者Ａ

能城部長

保護者Ａ

能城部長

を組んでいます。あとは実際の人数によって台数等は変わっ

てくると思います。

小中の下校時刻が全部一緒になるとバスに乗りきれないと

いうことで、中学校はドリルタイムを設けて時間をずらして

います。それでこれだけの規模を統合してバスの台数がギリ

ギリだと、子ども達が学校で待ったりとかすると思うのです

が、ある程度こういう感じになりますというのは示していた

だきたいのですが。

スクールバスについては、子どもの安心安全を第一に考え

て検討しておりますので、詳細については統合するかしない

かの判断が出た後で、個別の計画で中で考えていきたいと考

えています。

前回の説明会の時もスクールバスの意見が非常に多かった

んですけど、その時も大丈夫です、確保しますという回答し

かなかったんですけど、保護者としたらそこが一番心配なと

ころなので、やってみないとわからないというのはあると思

うんですけど、そこが一番大事な所なのでシミュレーション

なりを早めに出してほしいんですけど。

スクールバスについては、小学校と中学校で朝晩２便ずつ

出していて、今後についても検討はしており、確保できるよ

うに努めているところです。

朝は大丈夫だと思うんですけど、終わる時間が一緒のとき

もあると思うんですけど。

台数は統合に合わせて確保していくような形で対応してい

きたいと考えています。

天羽中へ道が悪いと思っていて、改めて通ったら危険だと

思いました。自転車通学している子達は裏手の急な坂道を押

して上っていて、そこが凍結してしまうと本当に危ないなと

思いますが、天羽中が改築の時にあそこの道も直すんですか。

原田医院のところから上がる道については、改善をしよう
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保護者Ａ

能城部長

岡根教育長

保護者Ａ

高梨参事

保護者Ａ

保護者Ｃ

鈴木室長

ということで進めています。裏の岩坂の方から上がってくる

道については、以前よりはある程度広くなっていてコンクリ

ート打ちをしたりとしています。凍結等のご心配があるよう

でしたら凍結防止剤を撒いたりなどの安全安心な通学路につ

いて対応していきたいと考えています。

原田医院の方の道は車がすれ違えるような道幅になるんで

すか。

交通量によって道幅の広さは変わってきますが、どのよう

な道を作ったらいいかということを建設部に検討してもらっ

ているところです。

こちらの地域から天羽中へ自転車で通う人はいますか。

六野寄りの子どもは行けるかもしれませんが、子どもはバ

ス待っている時間や迎えに来てもらう時間が煩わしいと思っ

ているようです。私の子の目線ではなくて、天羽中の保護者

としても天羽中の道は大変だなと思っています。

あの道は下りの方が危なくて、自転車に乗って降りてはい

けないという指導をしているので、今はあまり乗って降りる

生徒はいないと思います。原田医院の道の方が未整備となっ

ていて、裏の方が交通量が少ないので自転車の子は裏からの

方が安全だろうということでそのようにしています。湊の駅

の方からくる子については歩いて来ている状況です。

では、そこは手はつけないということですか。坂道に関し

ては改良しないということですか。

アンケートは約７割の人が一緒にしてもらいたいとしてい

るが、教育委員会はこの意見を受け止めて、このまま進めて

いくということでいいんですか。先ほどの説明だと環の子は

天羽中に行っても３分の１いるから大丈夫なんじゃないです

かという言い方をしていましたが、どうなんでしょうか。

人数に関する不安から今回の要望が出てきているというの

が最初のアンケートの結果だったり、要望を聞いていく中で
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保護者Ｃ

鈴木室長

保護者Ｃ

鈴木室長

保護者Ｃ

鈴木室長

保護者Ｃ

鈴木室長

保護者Ｃ

出てきた主立った理由でしたので、今回のアンケートをしま

した。そのときに人数的なことを考えたときに 10 人の中に１

人で入るのは厳しいというのは分かりますが、４人のうちに

１人、８人で中に２人、一クラス 30 人だとすると６人位の仲

間はいるわけです。それが皆さんが感じている不安感がどう

してもぬぐえないものなのかどうなんだろうということで、

我々の方で更に意見を集約して聞いていき、そのうえで最終

的な判断に結びつけていくということです。

32 年の時には小学校はそのままで、中学校になるときに一

緒になっても問題はないんじゃないかということですか。

我々としては結論を出しているわけではなく、どちらがい

いのかをこれから検討していきたいということです。

７割の人達は 32 年の時に小学校も一緒にやって欲しいと

しているが、教育委員会としてはそこについては全く検討中

ということですか。

そうです。32 年として区切っている訳ではありません。

今このままの話で行くと、32 年のときは中学校は統合する

けれども環小は今のところそのまま残るということですか。

両方の可能性があるということです。環小も統合する可能

性とそのまま残るという両方の可能性です。

可能性というか今のままでいけば、そのまま残るというこ

とで、最初の再配置ではあくまで複式学級の廃止ということ

を目的としての再配置なので、環小学校は複式学級はないの

で中には入ってませんという説明だったんですよね。その中

で父兄からの要望で何で環小だけ残すんですか、できれば一

緒にどうですかということを７割の人が言ったんですよね。

でも、今の状態でいえば環小は残って、中学校だけというこ

とですよね。可能性はどっちにあるにしても。

そうですね。

先ほどの説明を聞いていると、前向きに 32 年に小学校も併
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岡根教育長

保護者Ａ

せてという説明とは違ったと思うんですけど。

計画案に出した中では環小については尺度が違ったんです

ね。人数的には環小はいいでしょうということで、天羽東中

については天羽中との再配置についてどうでしょうかという

提案で始まった計画案でした。その中で保護者の方から小学

校も早くしてくださいという声が聞かれたんですね。ただ、

それをもとにした計画案として提案をしておりませんでした

ので、まずは私たちが提案した計画案についてある程度の見

通しを立てて計画として打ち出したい。その中でこういう意

見があったということを入れながら考えていきたいのです

が、今の段階では盛り込む盛り込まないというにはちょっと

時間が足りないと思っています。

保護者の意向はアンケートで大体わかりましたが、もう一

つは地域にとってのこの学校の在り方というのは、地域の方

に全く話をしていないということもあります。

また、教育的な視野からいって、どれくらいの生徒が不安

感を持って中学校に行って、トラブルが起こるとか精神的な

不安を抱えるかというのはある程度見る必要はあると思いま

す。地域柄というか農村地帯の人達と天羽中のようにいろい

ろな所から構成される学校との統合ですので、そういうこと

を視野に入れて、地域の人や保護者の人ともう少し論議をし

て、結論を出したいと思っています。

なので、今の段階ではそこは未知数にしていて、話をさせ

てもらってます。皆さんから意見を聞いて、そんなの待って

られないとかというのは、検討材料の話にはなるかなという

ことです。

金谷小は統合したくないということを聞いたのですが、金

谷はしたくないということで計画の延期はないんですか。金

谷小だけやらないで、竹岡とかだけでというのはあり得ない

と思っているんですけど、金谷の方達が納得しなかった場合
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鈴木室長

保護者Ａ

高梨参事

岡根教育長

保護者Ａ

岡根教育長

は、全体の計画の延期はあるんですか。金谷が反対している

以上、統合は難しいと思うんですけど、皆さん納得したうえ

でやらないと良くないと思うので、その場合延期はあるんで

すか。

３つとも延期になるのかということですか。

小学校の方です。金谷小をなくしたくないという人がいる

中で、あと３年で納得させられなかったら延期になるんです

か。

今は意見を聞いて、やってほしいという学校もあり、反対

が多い学校もある。そういうことを含めてどうしていこうか

ということを意見をお聞きして案を外していこうとしていま

す。案を外すときには多少の変更があるかもしれないし、そ

のままかもしれないということを我々が決めていく際の参考

とさせてもらってます。スクールバスについてもあらゆる意

見を聞いた中で、案を外した段階で個別の計画で検討してい

くものです。

金谷小がうまくいかない場合は、竹岡も天神山もないんで

すかと言うことだと思うんですけども、基本的は一定規模の

学校を作るということでやっていますので、賛成していただ

ける学校のみでいうことも視野に入れて計画を打ち出す可能

性はあります。今は計画案について吟味をしているところで

すので、可能性はあると思います。

個別の計画については、全体の計画がそういうことで進ん

でいこうということになれば、条件整備についてはできるだ

けその期間内に条件が整備するように努力しますとしていま

す。それが延びたために再配置が遅れますということがない

ように努力しますということです。

それがまとまらなかったら延びるということですか。

それがないようにしていく努力はします。条件整備ですの

で、そういう条件でお願いしますということもあるかもしれ
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保護者Ａ

岡根教育長

保護者Ｃ

鈴木室長

保護者Ａ

鈴木室長

保護者Ｃ

當眞副主幹

保護者Ｃ

ないです。

保護者もＰＴＡとして関わってくるので、みんなが賛成し

ている学校と反対している学校が一緒になっても、保護者の

方もうまくいかないというか、同じ気持ちで統合したいとい

う気持ちはあります。

わかりました。

スクールバスは、金谷や竹岡の方はスクールバスで対応す

るとのことですが、天羽東中の方も志駒の方から旧環南小の

方からと関豊の方からと田倉の方からもバスを出してもらっ

て生徒を乗せてもらっているが、竹岡や金谷方面もバスの対

応となった場合に路線バスの範囲内だけなのか、こっちの方

は路線バスの範囲内だと関豊方面だけですが、田倉や志駒の

方と細かく回ってもらっているが、竹岡だと白狐方面も回る

のか、それとも路線バスの範囲内ですとするのかどうなので

しょうか。

前回のＱ＆Ａでも書きましたが、白狐や天神山、不入斗、

相川方面もスクールバスを出す予定です。

相川方面は狭い道もあるんですけど、バスが入れる所まで

ですか。大通りから結構中に入ったところはどうなんでしょ

うか。

家の前までは行けませんので、ある程度出ていただくこと

になります。

現段階で言えば環小はそのままでということになったとき

に、環小でもそのまま出して、湊小で金谷、竹岡、天神山方

面に出すとなるとバスをいったい何台持つつもりでしょう

か。

バスは個別計画の中で示していくことになりますが、また、

32 年段階の小中学生の人数によっても変わってきますが、現

段階ではプラス５台と予備車で考えています。

日東交通の路線も実際人があまり乗っていない状況ででき
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當眞副主幹

保護者Ａ

當眞副主幹

保護者Ｃ

當眞副主幹

保護者Ａ

當眞副主幹

鈴木室長

保護者Ｄ

るだけ南房総市でやっているような循環の混乗型の形での取

り組みとかは市役所の横のつながりで考えていくのでしょう

か。

教育委員会のみでスクールバスを走らせるのは難しい部分

もありますので、公共交通機関の部署と協議しながら進んで

いくものと思います。また、現在でも混乗型で走らせている

部分もありますので、検討していきたいと思います。

今環小と天羽東中で２台走っていますが、中学が天羽中に

行った場合はこのままこっちは２台なのかそれとも減らすん

でしょうか。今小中一緒の２台として使っていますが、一つ

は天羽中行きとして使うのでしょうか。

基本的はそのように考えていて、減らすことはないです。

同じ路線を小学校と中学校のバスが走るということです

か。

基本的は天羽東中から天羽中まで延長しなければなりませ

ん。また、そこから戻ってくるということも考えなければな

らないと思います。

今聞いていると結構時間がかかると思うんですけども、大

丈夫なんでしょうか。

個別の計画の中で我々の方でもマイクロバスに乗って、皆

さんの停留所を細やかに点検しながらシミュレーションをし

ていきたいと考えています。

現在もバスは調整をして運行をしていますので、今の時刻

表と比べると変更はあるかもしれませんが、本数を減らすと

いうことは考えておりません。

関豊に住んでいますが、バス停に行くまで２キロ位ありま

す。また、夕方で冬になると外灯もなく暗いし、歩いて 30

分位になると、イノシシなどの動物も出てきて、また近くに

助けてくれる人もいないので怖い状況です。停留所まで自転

車で行って良いかと学校に相談したが一件だけ認められない
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高梨参事

保護者Ｄ

岡根教育長

保護者Ｄ

岡根教育長

保護者Ｄ

岡根教育長

保護者Ｄ

保護者Ａ

鈴木室長

高梨参事

保護者Ｃ

高梨参事

と言うことで断られたので、バスを検討する際はそういった

ことも検討して欲しいです。

子ども達の安心安全のこともありますので、学校に確認し

て内容によっては指導していきたいと思います。

そういうことの答えは自分から学校側に確認しないといけ

ないのですか。この前の家庭訪問のときも言ったのですが、

返答がありませんので。

早急に学校に確認して対応します。

できるだけ早く回答や解決策を学校と協議していただいて

お願いします。動物がいっぱい出て怖いのでお願いします。

許可するとかしないとかはすぐに結論は出せますが、安全

とかという面ですと親御さんの責任になってしまいます。

それはわかっていますが、一件だけ許可するとどこからＯ

Ｋなのかの線引きが難しいのでできないと言われましたの

で。

学校までではなく、バス停までですよね。

そうです。自転車を止める場所もこちらでお願いをします

ので、２キロの距離を女の子一人で歩かせるのは危ないし怖

いのでお願いします。

小６が入学するときには新しいジャージに変えるのでしょ

うか。

それは案が外れてからの話になりますが、新しくするのか、

それぞれ今の中学校の制服やジャージを使うのかは学校でＰ

ＴＡ等を交えて検討してもらい、決めていただくことになり

ます。

買うのに間に合うのかという心配だと思いますが、両校で

話し合っていただいて、保護者や子ども達の意見も聞いて、

検討して出していきたいと考えています。

それは教育委員会が出すのですか

それは学校から出すことになります。制服等については学
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保護者Ａ

鶴岡課長

保護者Ａ

鶴岡課長

保護者Ｂ

保護者Ａ

渡邉副主査

保護者Ａ

渡邉副主査

校同士が話合いをして結論を出すことになります。

天羽東中が廃校になった場合は、市が管理するのか、それ

とも民間に売却するのかは決まっていますか。

教育財産でなくなった場合の跡地利用については、まだ具

体的な話は出ていませんが、学校が避難所であったり、色々

なことで使っていると思いますので、地域の方の意見も入れ

た中で今後の活用方針、もちろん地域の活性化になるような

ものができればといいなと思いますが、どういうものかはま

だ決まっておりません。

ここは学校や保育所等がまとまっていて、安心して通わせ

ることができているので、何年かして民間に売ったとしたら、

不特定多数の知らない人達が出入るすると心配なので、でき

れば市で管理してもらって地域のコミュニティセンターのよ

うな形にしていただけたらと思います。また、この公民館も

危ないので天羽東中が使えていけたらいいなと思います。

意見をどんどん出していただいて、市として良い活用方法

を決めていきたいと考えています。

前回の時も出ていましたが、学童のことも併せて考えてい

ただけたらと思います。

学童については、父兄がつくらないといけないのでしょう

か。

保護者会で立ち上げているところもありますが、全てがそ

うではなくて、保育園がやっているところや個人の方が事業

として行っているところもありますので、全てが保護者会の

運営というわけではありません。

それは教育委員会の方で立ち上げるのですか。他市で聞い

た話だと自分たちで学校が使えない場合とかは近くのアパー

トを借りて立ち上げたということも聞きましたのでどうなの

かなと思いました。

学童については、教育委員会で立ち上げるのではなくて、
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保護者Ｅ

高梨参事

保護者Ａ

高梨参事

保護者Ｅ

高梨参事

保護者Ｄ

高梨参事

岡根教育長

担当課の子育て支援課の子ども子育て支援事業計画の中でも

検討するものでもあるので、学童の設置要望については子育

て支援課と協議して、検討してもらうことになると思います。

天羽中に１年の時から行きたい場合は、後に一緒になるか

らということで認めてもらえるんでしょうか。みんなが最初

から天羽中に行くということがありえなくもない話だと思う

んですけど。

現在のルールでは、住所の指定学校以外の中学校に入学で

きるルールとして 11 項目ありますが、主だったところで言う

と部活のことや人間関係のことになります。

11 項目で当てはまらず、他の子が行くからという理由は当

てはまらないということですか。

今現在は認めていません。

今まではダメだけどこれから認めるということにはなりま

すか。

我々としては 31 年度まで天羽東中に通ったうえで天羽中

へと考えております。11 項目については基準として決まって

いますが、それ以外は天羽東中でということになります。今

後、交流授業や合同行事もやっていく予定でおりますので、

最後まで天羽東中でとご理解をいただきたいと思います。

部活が天羽中にないものは作ってもらえるのでしょうか。

それも先ほどの制服等の問題と一緒で、学校同士で考えて

もらうことになります。

佐貫でも話が出ましたが学校で部活が違う場合ですが、中

１、２でやっていた子達が中３で大会に出られないというこ

とはないようにしたいとは思います。その後の部活構成につ

いては、ニーズや学校職員の人数等の状況によってはなくな

るかもしれません。

また、先に天羽中へ行くという話も出ましたが、３年生は

受験もありますので心配だと思います。交流授業や合同行事
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保護者Ｃ

岡根教育長

保護者Ａ

鈴木室長

保護者Ｃ

鈴木室長

保護者Ｃ

岡根教育長

高梨参事

を進めていくことで、友人関係のスムーズな交流が図られて

いるかの情況の十分な把握を先生の目、親御さんの協力を得

ながら子ども達に不安な様子がないかを含めて教育相談も徹

底させていきたいと思います。これは一番重要なところで、

途中で合流する子ども達の意識については先生の指導をして

いかないといけないと思っています。どうしても２つが一緒

になるにはそういう形にならざるを得ないと思いますので、

ご理解いただければと思います。

今制服だとか、学校の方で相談することとが出てきました

が、この次にやるまでに分かる範囲で、学校の方で相談して

くださいというものを全部挙げといてください。

内容はわかりますので、早急に対応します。

なるべくみんなが納得して合併したいので、今個別でやっ

ていますが、天羽地区の他地区の保護者の意見や様子が分か

らないので、他の地区の方の考え方も知りたいので、他の地

区の保護者を集めてもらうということはできますか。

２回目の地区の保護者会を６月１日に午後７時から市民会

館の方で予定しておりますので、天羽地区全体のものになり

ますので是非お越しいただければと思います。

スクールバスは今こちらでは動いていますが、金谷や竹岡

の人が中学校に通うのは現在は自己負担で行っているのです

か。

市から補助を出しています。

部活で天羽中に通った場合、統合前の場合はバスはないの

ですが、それに係る交通費は自己負担なのでしょうか。

部活で通う場合は保護者負担です。自分の都合ということ

で指定学区でないところへ通学する場合の交通費は、保護者

負担となります。

先ほどの 11 項目については、条件がありまして、登下校に

ついては家庭において責任を持つことに同意していただいて
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保護者Ｃ

岡根教育長

保護者Ｄ

鈴木室長

保護者Ｄ

鈴木室長

保護者Ｄ

鈴木室長

保護者Ｂ

保護者Ａ

岡根教育長

います。

11 項目についても分かりませんという方もいますので、わ

かるような形にしていただけたらと思います。

部活でみんなが行きましょうという形が出てくるかもしれ

ませんが、そういう形で出てきたら皆さんで考えてください

ということになると思います。そういう理由さえつければ入

れるんですねといわれれば、そうじゃなくしてくださいとい

うことになると思います。11 項目については、公表している

ことなので対応させていただきます。

校長の裁量でという話が出てきますが、こういう場で保護

者の意見を言うために、校長や学校関係者を交えての話合い

というものはできないんですか。

案が外れて計画になり、個別計画の策定になったときには、

保護者の方の意見を取り入れて、学校関係者と話し合ってい

くことになると思います。

今日自分たちが言った話は、学校の方へ伝わるのですか。

それは伝えさせていただきます。ただ取り入れるかどうか

は分かりませんが、保護者の方からこういう声があがってい

ることについては、全て伝えさせてもらいます。

学校の方からこういう意見を聞きましたというリアクショ

ンがあれば分かりますが、そういったこともないので校長や

教育委員会どの辺までが伝わったかが分からないですので、

そういったことは改善していただけたらと思います。

わかりました。

先ほどから案が外れたらということを多く聞きますが、案

が外れる前に色々と細かいことを考えてほしいです。

案が外れるのがいつなのかと目安というのはどういうもの

ですか。案が外れてしまうとほぼ決定と言うことで変えるの

は難しくなると思うんですけど。

天羽中と天羽東中のことでいいですか。
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保護者Ａ

岡根教育長

全体としてのことです。

ここは天羽中と東中の再配置の話になると思うんですけ

ど。そこについて、条件的なものでバスが１便じゃなくて２

便だとか、便数については先ほど説明しましたけど、私たち

が考えているのは天羽東中の子ども達が１クラスではなく

て、概ねクラス替えができるくらいの学級規模を作りたいの

で、再配置についてご賛同いただきたいというのが第１案で

す。何があるからや足らないからで納得できないと賛同でき

ませんということであれば、それを出していただきたいです。

すぐに回答は返していきますので、そこについてまだあるん

ですということであればどんどん出していただきたいと思い

ます。それについては回答をちゃんとさせていただきます。

具体的なものについては個別の計画の中で３年間の中で合意

形成ができるだろうと思っています。制服の問題や学校の校

章の問題は意見を出し合えば何とかなると、天羽東中と天羽

中の再配置についてはわかりましたということで、個別のこ

とについてはみんなで論議しましょうということになればど

んどん話合いは進んでいくし、そこには校長も教育委員会も

入っていけば話合いは進んでいくと思います。最初の段階と

してそういうことがわからなければ判断できませんというこ

とであると話は進みませんが、再配置することについてはみ

なさんの中からは反対であるという声は聞かれてないので、

条件整備の話であれば皆さんと論議しながらいい条件を作っ

ていこうと進んでいく段階かなと思っています。

そういう論議が強くなければ、どんな基準で判断しますか

ということであれば、保護者会とかアンケート結果とかのそ

ういうものをみて、概ね保護者の皆さんの合意を得たら外し

ますよということです。できるだけ早い段階でそういう状況

がクリアできればそうしますと、あとは個別の計画のいろい

ろなことを折衝をして早くして、動きたいと思っていますの
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保護者Ａ

鈴木室長

保護者Ａ

で、そういう条件が早く決まらなければ賛成できないという

ことになると、そこから進まなくなるので、ご理解いただき

たいということです。

スクールバスは、はっきりしていないと保護者側も安心し

て進められないので、バスの台数はこれくらいだとか、コー

スはこのようになるとか、どれくらい時間かかるかなどのシ

ミュレーションを示してもらわないと判断ができないところ

はあります。

余裕をもってということになりますと、今ある３台にプラ

ス６台ということになります。ただ市の財政の問題もありま

すのでできればそれを５台などと減らすことが出来るのかと

検討する必要があったりします。我々も統合がするかどうか

決まっていない状況で皆さんにお伝えすることが無責任なこ

とになってしまうということもご理解していただきたいと思

います。

個別の計画についても我々が勝手にやるわけではなくて、

何回も皆さんと確認をしながら、このように集まっていただ

くとか学校を通して配布して確認してもらうとかアンケート

を採ることや学校に集まってもらうこともあり、学校にお願

いすることもあるので、そのようにして進めていこうと考え

ています。

決して最初の話と違わないようにとしたいと思いますの

で、決まっていないのに例えば制服のことで業者と話したり

して迷惑をかけることがあるかもしれませんので、無責任な

ことは言えないということはご理解いただきたいと思いま

す。

制服は新しくする場合もあるのですか。新しく型からつく

るとお金が結構かかると聞いています。また、新たにすると

したら早くしないと間に合わなくなると思うんですけど、そ

の辺もまだ決まっていないのですか、それとも校長先生が話
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鈴木室長

能城部長

し合って決めることですか。

校長先生にお願いをしていこうと思っています。どっちの

制服にするだとか、そういうものも含めて、コストの面もあ

りますので保護者の方やＰＴＡの役員の方にもご意見を聞き

ながら進めていくことになると思います。

７ 閉会の言葉


