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1

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

部会長

事務局

事務局

議長

議長

事務局

進行：事務局

１ 開会の言葉

２ 部会長あいさつ

３ 報告

（１）大佐和中学校再配置個別計画の進捗状況について

４ 議事

① 校章デザイン公募作品の選定について

校章デザインの結果として、応募総数は１人で複数のもの

を作成してくださった方もいますので、８通で作品数 11 件に

なります。作成者がデザインの説明等を書いてくれたものが

ございますので、そちらの方もお読みいただいた上でご判断

いただければと思います。

応募してくださった方の気持ちも読んで頂きながら少し時

間を取らせていただきますので、目を通していただければと

思います。

検討時間：19：08～19：12

最終決定はどの様にしていくかを教えていただければと思

います。

例えば多数決で選ぶまたは投票するなど、決定方法につい

ても皆さんにお任せいたします。

皆さんの中で自由に意見を出して頂き１つに絞り込めるの

であれば、我々の方はそれを教育委員会会議に持ち帰り報告
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議長

委員

事務局

委員

事務局

委員

副部会長

事務局

副部会長

をしたいと思います。最終的にどうしても絞り込めず複数残

ってしまった時にはそのご意見を持ち帰り、教育委員会会議

の方でその中から一つ選び最終決定をしてもらうという方法

もあります。その場合順位をつけていただければ教育委員さ

んも助かるのかなというところがあります。その辺の所も含

めて皆さんの方でご自由にご議論して頂ければと思います。

必ずしもここで１つに決めてくださいということではない

ですので、これがいいんじゃないかという意見を出して頂き

たいと思います。

色がついているものがありますが、色も含めて考えるので

すか。

最初から制作者が意図して色をつけてくれたものもありま

すが、例えば毎日飾る校旗の方も今は白黒よりもカラーの方

が目立っていいのかなというのがありますから、他のものを

選んでいただいても後から制作者の方にこんな色でと指定で

きますのでその辺は加味してください。

例えばデザインの周りを黄色にして、中を緑というのも出

来るっていうことですね。

はい、そうです。

あくまでもデザインということなんですね。

各中学校決まっている訳ではないんですがなんとなくスク

ールカラーのようなものがあり、佐貫中は緑というイメージ

があります。今新しいスクールカラーを決定したり、両校の

現在のスクールカラーを新しい校章に入れて欲しいというこ

とではないのですが、このカラーが将来的に大佐和中学校の

イメージカラーになっていくのかなと思うんです。

それは、土台の色ですか。

そうですね。スクールカラーは後付けでいいと思うんです

が、将来校章にカラーを付ける時にスクールカラーを加味し

て付けていただこうかなというのを感じました。
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委員

副部会長

議長

委員

事務局

委員

事務局

委員

現在大貫中学校と佐貫中学校の校章は白黒なんですよね。

佐貫中は下地が緑です。

大貫中は下地はエンジです。

作品の中に大佐和町のマークがありますよね。制作者のコ

メントに著作権はどうかと書いてありますが、これはどうな

んですか。

それについては、我々の方でも前回の代表部会の時に皆さ

んから大佐和町のマークがあったはずだとお話があり調べて

いたのですが資料がなく確認することが出来ませんでした。

今回校章の応募の中に大佐和町のマークとの話があり、これ

が大佐和町の町章だったのだと初めて知りました。

ただ大佐和町については現在はない町であり、特に大きな

問題はないんじゃないかと思います。大佐和町で使っている

時点でもう著作権については大佐和町でいただいていると思

うので大丈夫だと思います。先程出た色の件ですが、デザイ

ンの多少修正をする事については要項の中で謳って確認させ

ていただいてるので、土台の色によって多少色が変わる等が

出来ると思います。もしくは制作者の方に土台の色がこうい

う色に決まったので、もう一度色を考えてもらっていいです

かということも出来るかなと思っています。

デザインの中で大佐和の字が違いますよね。それを勝手に

直したり、そのような変更はこの代表部会でやってはいけな

いんですよね。あくまでも出してくれた方のデザインをほぼ

使う、いいとこ取りでこうしようみたいなのはなしですよね。

構わないと思いますが、土台になるデザインは違うものな

ので、それを選んでいただいた上で中のデザインを変更する

のは、そんなに大きな問題ではないかと思います。

私はシンプルな方がいいかなと思ってます。「旧大佐和町」

のマークにあまり沢山文字を入れないで、大きく真ん中に

「中」と入れるだけでもいいのかなと思います。
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委員

委員

委員

議長

委員

委員

委員

委員

委員

委員

議長

委員

委員

委員

これだけで大佐和というのを表しているので、これを元に

した方がいいような気もします。私も大佐和町のマークをな

んとか使いたいと思っています。

大貫中のマークは大佐和町のを使っているんですね。

そうです。

マークがどのくらい浸透しているかにもよりますが、大佐

和町のマークに「中」を入れると、パッと見た時に現在の大

貫中校章に見えてしまう人はいますね。

もしこれに決まったら、それを謳えばいいんですよね。

大佐和町のマークの認知度がないのは、大佐和町の期間が

非常に短かったというのもあるんですよね。そのまますぐ富

津市になったので、そんなに知っている人は恐らくいないん

だと思います。

市内の消火栓の古い物は、大佐和町の町章が残ってますね。

現在の大貫中と佐貫中の校章を足してあげた方がいいかな

と思っていましたけれど、大佐和町のマークがあるんであれ

ば、わざわざ両校の校章を足さなくてもいいですね。

大佐和のマークがすでにあるのでそれに「中」って入れれ

ばいいのかなというのはあるんですよね。

大佐和町のマークをそのまま使って今の大貫中と間違いや

すく、多少でも今と変わった方がいいと言うのであれば、中

の「中」の字を少し変えていくような感じにしたらいいので

はと思います。しかし、デザインの候補の中の文字にはこの

「中」がいいというものはないので、具体的にこれとは言え

ないのです。

校章の決定方法をどうやって決定するか決めなくてはいけ

ないですからね。

１人３つずつ選んで点数制にするとか。

決まったものを元に新たに作るでもいい訳ですよね。

ベースとなるものだよね。
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委員

議長

委員一同

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

今こんな感じのがいいんじゃないですかというのでもいい

んじゃないですか。これがいいというのがもちろん決まれば

いいんですけどね。

今１つ案が出たのは、１人３つずつというのが出ましたけ

れどもいかがでしょうか。１人が３つ選んで大まかな傾向を

見させてもらってもいいですか。

はい。

～記入用紙を配布～

皆同じ数書かないとね。無記名ですよね。

１つでもいいんじゃないですか。私は決めきれなかったか

ら３つ書きましたというのでもいいんじゃないですか。

票として扱うのか票として扱わないのかによって変わりま

すよね。

全員が３つずつ選んで全部変えていったらそれぞれの数が

ほぼ同じになっちゃうんだから。みんなが同じ３つを選んで

しまったらもうそれしかなくなる訳だから１つだって同じで

すよね。

皆同じ条件にしないとおかしくなってしまいますよ。

私はこのデザイン候補の中から選びたくないんです。

３個いいのがあるという方いらっしゃいますか。

選ぶとしたらシンプルなやつ３つ選ぼうかなと思ってまし

たけれど、この代表部会の中でどういうふうに集約されるか

ですよね。同じ物が集まってくればこれだけの票数でやるだ

けです。

１位２位３位を自分の中でつければ、順番がつきますよね。

ただここになくて新たなものを作りたいという人は選べな

いので、圧倒的に不利になります。ここにある案の中で３つ

を合体させたいということであれば話しは別ですけど。
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委員

委員

委員

委員

事務局

委員

委員

委員

委員

委員

委員

事務局

委員

それは、ここに応募しなきゃいけなかったじゃないですか。

そういうことですね。

だからそれは今の案の中を融合させてということですよ

ね。全く別物が良いというんのであれば、これば応募するべ

きだったということですよね。

そうです。たださっきも言ったとおりこの大佐和町のマー

クを使って校章を作成したいという想いがあるので、中の文

字を変えたらどうかというのがあります。しかし応募作品の

中には希望するものがないので、ここからは選べませんよと

いう話です。

土台が決まっているわけですよね。その土台で投票しても

らえばいいんじゃないですか。先程の話しは、それが残って

からの話しだと思います。

先程の話で今の大貫中の校章と大佐和町の町章と似たよう

な感じになってしまうという話があったので、じゃあ「中」

の字を変えればいいのではということなんです。大佐和のマ

ークは使いたいんですよ。

私も使いたいです。

応募作品で大佐和町の町章を使用していて大佐和中と全部

入れてあるものはゴテゴテしすぎてしまうので、それではな

く中の文字は「中」だけでいいのではと思います。

私も同じ考えです。シンプルにすればね。

どういう結果になるか、１回やってみましょうよ。まとま

らなかったら再投票して。

もしこの中で１つ選ばれた時にはその人には連絡して「お

めでとうございます」みたいなのはあるんですか。

もちろん、他の２校でも同じように決めていただいている

のでそちらでデザインしていただいた方々と一緒に市の方で

何らかの形で感謝の気持ちを伝えたいと思ってます。

この中のデザインを寄せ集めて作ると誰が描いたのかわか
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委員

委員

委員

委員

議長

委員

議長

委員

事務局

議長

らなくなりますから、あなたの描いてくれたものがベースに

なりましたよと、この中の候補からこれというものを選んだ

方がいいですね。

問題は、今の大貫中のマークと似てしまった時に、大貫の

方は問題ないと思うけれども佐貫の方の人たちがどう考える

かということですよ。

ただ、ここでも出たんだけど結局このマークそのものが大

佐和町の時のマークなんですよ。それをちゃんと知らしめた

ら、そもそもこのマークに大佐和が入っているんだからいい

と思うんですよ。

我々はそうかもしれないですけど、住民の人がどう考える

かでしょ。

今は、大佐和町としてのマークというよりは、大貫中のマ

ークになってますよね。それは現役ですからね。だからこれ

は大佐和町のマークだったと伝えるということですよね。

昭和 30 年に大佐和町立大貫中学校と改称と書いてありま

す。その後名前が変わって富津町になり、昭和 46 年に富津町

立大貫中学校と書いてあります。なので大佐和町は昭和 30

年から 46 年の 15 年になりますね。

市になるのはその後なので、大佐和は結構長かったですよ

ね。

では皆さん、２つ１番から 11 番まででお書きいただいてい

いですか。

この投票で決定ということですか。

まだこれで決定ではないです。

～投票用紙回収し集計したものをホワイトボードへ記載～

先程から大佐和町のマークという意見が出ていますので、

その辺を入れて頂きながら、何かご意見がありましたらお願
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委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

事務局

いいたします。

大佐和町の全体のマーク中に入れていくのはだめですか。

実際に今の校章がどんな校章か認識している子どもと親は

あんまりいないと思います。こうやって提示されると大佐和

町のマークでいいねとなっても、佐貫の人たちはちょっと大

貫寄りなんじゃないのという意見が出てくると思うんです。

あのデザインが大貫中寄りという意見があるのであれば、あ

れが大佐和のマークなんだけど、まったく新しいデザインに

するか、一緒に融合させてあげるのが良いのかと思いました

が、私はまったく新しいものが良いと思いました。

シルエットというか細かい部分は違うけど、大まかに見た

目が似ており、ちょうど中間かなというのものを選びました。

他も良かったのですが、子どもが喜ぶマークがいいかなと思

います。

佐貫の立場だと大貫中学校の大佐和町のマークがわかるの

は上の年代ぐらいしかわからないですよ。今の子どもは大佐

和町の町章というのはわからないです。だからマークには抵

抗はないけど、どちらかというと大貫中のマークみたいだよ

ねというのはあるかもしれないです。ただ説明すればこれが

昔一緒になって大佐和町となった時にこのマークを使ってい

たんだと、それを引き継いだのが大貫中学校なんだよとそう

いう説明すればわかるのかなと思います。

ならば説明不要のまったく新しいものの方がいいんじゃな

いかと思います。

極端に新しくするか中間をとるかで選びました。

校章が入っている旗はないんですか。あと校章を使う場は

どこがあるんですか。

校舎、体育館のステージの上の演台のマーク、後はなくな

っている学校もあるんですが生徒手帳、また今はやっていな

いのかもしれませんが、詰め襟だと襟の所にバッチのような
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副部会長

委員

委員

委員

委員

委員

事務局

事務局

委員

委員

委員

感じであったりですかね。

詰め襟のバッジは高校はつけてますが、中学校の方はやっ

ていないですね。体操服には校章は入ってないと思います。

この次の会議は、色や旗のベースは何色にしてとかになる

んですね。

後は、いくつ絞るかですね。

決選投票ですか。それともそのままいっちゃうか。まあ死

に票がありますからね。

例えば代表部会で選ばれた上位何点かを、この後生徒たち

に選挙みたいに投票してくださいとここでそういう風に決定

してもいいということですよね。それはちょっと大変ですの

で、ある程度ここで決めたほうがいいと思います。

色んな色の組み合わせとかの提案は次回以降代表部会で検

討出来るんですか。それともそれはお任せになるのですか。

皆さんがそれを望んでこれでいいという事であれば、その

ようにします。

さっきも校旗の実物を見てエンジがピンクに近いなんてお

話もありましたけど、緑も色んな緑があると思うんですよね。

濃い緑もあれば鮮やかな緑もあるしその辺で上手く組み合わ

せてもらうという手もあるのかなって思います。

１つに絞らないと結局また色の話しになってしまい、決ま

っていかないですよ。色を何パターンか付けて見てもらって、

色合いの濃さも有るでしょうし、それでまた改めてもう１回

集まって決めるとかいかがですか。校章を決めなきゃいけな

い期限があると思いますしね。

１つに絞るのは簡単ですけど、そうじゃない方もいらっし

ゃるでしょうからね。

大きくは、旧大佐和町のマークが入っているので大佐和町

のマークを生かすか生かさないかだけだと思うんですよね。

後は全然違いますよね。大佐和町のマークを生かした形でな
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委員

議長

委員

議長

委員

委員

事務局

委員

委員

委員

事務局

委員

事務局

んか作れないかとなるとどこかとくつけるしかないと思うん

ですよね。

全く新しいもの、間を取っている、大佐和町のマークを使

いたいか、どれかですよね。

先ほどの結果の上の４つから１つというような形でいいで

すか。

～挙手で決選投票～

このデザインで６票出ているんだから、これで決まりです

よね。

では、そのまま採用するか、少し手を加えますか。

例えば２色しか使えないシーンもあるだろうし、国旗じゃ

なくて校旗は色々な色を使ってもいいでしょうし、色々なシ

ーンを想定して考えなくちゃいけないですよね。

今日はどこまで決めるんですか。決定した校章の色まで決

めてしまうのですか。

決定しても結構ですし、皆さんの方で納得されるまで話し

合いをしていただいて大丈夫です。

ということは、今日決めてしまうということですか。

それを元にもう一度考えてもいいですということで、まだ

柔軟な所はあるということです。

校章はいつまでに決めなくてはいけないんですか。

できれば年度内には決めたいと思っております。来年メー

カーさんの方に出して決定した校章デザインを付ける作業が

入りますので、そういうのを考えると早ければ早いほど我々

としては助かりますが出来れば年内だと大変助かります。

このデザインをしてくれた方の色への思いは書いてありま

すか。

書いてないですね。
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副部会長

事務局

副部会長

委員

副部会長

事務局

副部会長

事務局

委員

委員

委員

何のメーカーさんに出すのですか。

例えば校章のマークについては、校旗の作成するところや

今現在大貫中学校の玄関に校章がありますが、そのそれぞれ

専門にしている所に頼みます。

専門に校旗を作成しているところは、もちろんカラーにな

る訳ですよね。そこはプロで色合いとかそういうものを専門

にやっているところでしょうから、いくつかデザインを出し

てくれるんじゃないかと思うんです。

恐らくベースを持っていけば、こういう風にしてほしいと

いうだけで色々なパターンを持ってきてくれると思います。

あるいはもう１つはデザインを作った方がパソコンで作っ

た感じですから、その方にもう一度こういう色使いでと依頼

する事は可能なんですかね。

可能だと思います。

そうすると自分に決まったと思われてしまいますか。

決定ということであれば、お願いは出来ると思います。た

だ色合いについて例えば元の学校のスクールカラーがこうい

う色とこういう色だからこれに近い色で変えてもいいです

か。もしくはこちらで変えて構いませんかっていうのだった

ら、メーカーさんの方にお願いすることも出来ると思います。

メーカーにある程度、色を打診して組み合わせてお願いす

るのがやっぱりプロだからいいんじゃないかと思うんですけ

どね。それでいくつかあがってきた物の中からまた選ぶって

いうのがいいんですかね。

その方にこのままお願いすると、その中から選ばなきゃい

けなくなってしまうでしょうから、最初からメーカーに頼ん

だ方がいいと思います。最後までその方にお願いするのも１

つの手だとは思いますけどね。

こういうパターンにしたらどうだろうという意見が出たの

で何色か色の組み合わせを作ってほしいと言えばやってくれ
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委員

事務局

委員

事務局

委員

議長

委員一同

議長

委員

委員

委員

委員

るだろうし、別に決まったよという事じゃなく話の持ってい

きようなんじゃないですか。

色は別にして、形はこれでいいんですか。これで決定にな

っちゃうんですか。

皆さんの一致であれば、教育委員会議では我々は報告だけ

の形で協議の必要がないと思うので、代表部会の方でこれに

決まりましたと報告するだけです。

今日ここで決定すれば決定ということね。

決定です。

他の議件もあるようですから、色については次回にすると

か、また色んな意見も出ましたけれどもね。後日にするとか、

他の議件も過ごさなきゃいけませんので校章は決定でよろし

いんですか。

ここのみなさんの考えが一致であればそれでいいと思いま

すが、よろしいでしょうか。

良いと思います。

それでは校章はこの形に決定で、このままではなく学校カ

ラー的な物を取り入れてもらうなり、専門家の目から見てこ

ういうような形でサンプルを出してもらいたいということで

よろしいでしょうか。

校章の色合い出すときに、スクールカラーも決まってこな

いとまた先に進まないかなと気もするんですよ。

ですから校旗の色がスクールカラーになってしまうんだろ

うなと思いますよね。それが全く新しい色になるのか、もし

くは今あるエンジと緑の組み合わせで作ろうと思えば新しい

カラーは出てこないかもしれないですよね。

そこに取り入れる色かバックが結局下地がカラーになって

しまうというのもありますよね。

その下地をツートンカラーにするわけにはいかないですよ

ね。だから新しい色を設けて元の中学校の色を真ん中に入れ
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事務局

委員

副部会長

委員

副部会長

委員

委員

委員

事務局

委員

るとか、そういう形になってくるのかなと思います。

決定した校章を他と同じように黒系と中抜きの形で出さな

くてはいけない校旗の場合もあると思いますので、校章の形

は皆さんに決定していただいておいてスクールカラーになる

ものというのは、まだ大佐和中学校自体の実態がないので、

決めてないしこれから学校で決めていくというのがあると思

うんです。とりあえずこれの白黒バージョンで決めておいて

いただいて、それに合うように後で中の色を決めてもらう方

が効率的かなと思うんです。

実際にスクールカラーはどの学校も決まっている訳じゃな

いですよね。

決めてはいないです。

スクールカラーはこれと決めるという話しですよね。

それは、学校が出来たら決めていいんじゃないのという話

です。

でも学校が始まるときに校旗は出来てなきゃいけないんで

すよね。

とりあえず白黒バージョンで作っておいて、色は後でつけ

ましょうでいいんじゃないですかという話しなんですけど。

開校式に校旗が白黒バージョンっていうことですか。再度

カラーで校旗を作成するとなると凄くお金がかかりますよ。

校旗は色々な物があってカラーバージョンもあれば基本的

には金一色っていう方が多いのかなと思います。それとも先

程言ったエンジと緑でやってもらってベースになるスクール

カラーというのは皆さんのお話だとそんなに重要ではないと

のことですので、逆にエンジと緑で作った物をベースに合う

ような物を最終的に選んでもらうというのがいいですか。

でも緑とエンジでさえも本当にスクールカラーなのかとい

う所ですよね。今の話しでいくと、ならば別にこだわらず、

本当にそのデザインが映えるもので作っていいんじゃないか
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議長

委員一同

事務局

議長

委員一同

事務局

委員一同

議長

と思うんです。

決めたものに合うような地を作り、業者さん等にお願いし、

それをもう１回ここに持ってきてもらい決定しますか。若し

くは、お任せにして佐貫中と大貫中の校長が２人おり、また

職員との相談で構わないですか。

良いと思います。

形はこのままでカラーについては、学校の方で相談しても

らうということですね。

構いませんか。

良いと思います。

②校歌制作依頼の進捗状況について

校歌の制作の方につきましては前回皆さんの方にご承認し

ていただいた方から承諾していただきました。

歌詞または歌詞の一部の方の募集をしたところ応募総数

15 通、合計で 53 件の歌詞の方が出ました。先方には公募の

趣旨の方を説明したところ、「いくつかの言葉を入れていくと

いうのは承認を得ています。

異議なし。

それでは、議事の方は以上になります。


