
代表部会 会議録

１ 会議の名称
天羽中学校・天羽東中学校区再配置個別計画

検討協議会 第２回代表部会

２ 開催日時
平成２９年９月２２日（金）

午後７時７分～午後８時４０分

３ 開催場所 市民会館

４ 説明事項等
・校名について

・校章・校歌の決定方法について

５ 出席者名

代表部会委員

須藤天羽中学校長、柳川天羽中学校 PTA 会長、

嶌津天羽中学校 PTA 副会長、鈴木天羽中学校

PTA 副会長、川名湊地区代表区長、松井竹岡地

区代表区長、手嶌金谷地区代表区長、鈴木天羽

東中学校長、渡辺天羽東中学校 PTA 役員（石

井会長代理）、佐久間天羽東中学校 PTA 副会長、

嶋野天羽東中学校 PTA 副会長、嶋野環地区代

表区長、吉田関豊地区代表区長

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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天羽中学校・天羽東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

議長

委員

１ 開会

２ 部会長挨拶

３ 報告

① 他部会の進捗状況について

② 他地区の進捗状況について

４ 議事

① 各団体からの協議報告

◎教育委員会からの原案

Ａ 天羽中学校 Ｂ 天王台（岩坂・白坂）中学校

Ｃ 富津南中学校（富津○○中学校というのも可）

Ｄ 公募

「各団体からの協議報告」ということで、天羽中学校 PTA

からお願いします。

天羽中 PTA は、Ａの「天羽中学校」です。理由として今後、

環小が入りますと天羽地区全体の小学校から集まる中学校と

いうことになります。地図上には天羽はありませんが、旧天

羽町というように昔から天羽という名前がありますので、是

非天羽という名前は残したいなと考えました。Ｂの「天王台」

や「岩坂」などの地名ですと、今天羽中学校がある地区限定

のことになってしまいますので、違うのではないかと思いま

した。Ｃの「富津南中学校」という案ですが、この地区の中

学校だよということが薄れてしまい、わかりづらいのではな

いかと思います。
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委員

委員

議長

委員

委員

委員

委員

天羽東中 PTA の意見では、天羽東中及び環小の PTA にア

ンケートを 98 配布し回収総数は 71 でした。回答はＡの「天

羽中」34、Ｂの「天王台」16、Ｃの「富津○○中」10、Ｄの

「公募」11 でした。やはり、天羽という名称は愛着が強く一

番多く、ＢＣＤでは意見は分かれていますが、新しい名前で

新たなスタートでという考えが多かったです。もっとも多い

「天羽中」でも 34 ということで、過半数にわずかに足りず、

ＢＣＤの新しい名前にして欲しいという意見も多かったの

で、地域に愛着のある天羽という名称を残して「天羽○○中

学校」ということで、○○の部分をみなさんから公募して決

めるのが良いのではないかという意見がありました。

湊地区は、中学校名は「天羽中学校」がいいのかと思いま

す。理由は同じです。

続いて天神山区長さんは本日欠席ですが、天神山地区では

歴史ある地名である「天羽中学校」というご意見を伺ってい

ます。

竹岡地区は、今も天羽中学校であるし、旧天羽町の子ども

達が通う学校であるので、このまま「天羽中学校」でよいの

ではという意見です。

金谷地区は、今まで通り「天羽中学校」で良いと思います。

環地区は、みなさんと同じように「天羽中学校」でよいと

思います。

関豊地区は、「天羽中学校」ということで、天羽に一つしか

ないのだから、そのままでよいのではと思います。

◎協議報告結果

①天羽中ＰＴＡ 天羽

②天羽東中ＰＴＡ 天羽○○中学校（○○部分は公募）

③湊地区 天羽 ④天神山地区 天羽

⑤竹岡地区 天羽 ⑥金谷地区 天羽
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議長

委員

事務局

委員

議長

委員

事務局

⑦環地区 天羽 ⑧関豊地区 天羽

② 協議

ほとんどの団体から天羽中という意見で、天羽東中 PTA の

方からは天羽○○中学校という意見がありました。○○のと

ころは公募ということで、意見としては２つとなりました。

校名について、時間をかけるというのは大丈夫なんでしょ

うか。

それは大丈夫です。みなさんが納得する形でつけていただ

ければと思います。

東中の環の地域の方から、東中という名前がなくなってし

まうと寂しいという意見がありまして、天羽という名前プラ

ス自分達で考えた公募の名前、自分達が決めた名前がいいん

じゃないかということで、もし時間があるようであれば、天

羽という文字は残して○○という部分にどういう言葉をいれ

たらいいかということを協議できたらいいかなと思いまし

た。

天羽○○中ということで、この○○に文字が入る可能性も

あるし、入らない可能性もあるわけですよね。できれば公募

をして、天羽○○中のところの文字を考えたいというご意見

ですが、どうでしょうか。

公募というのは、アンケートという形ではなくて、FAX と

か郵送というやり方が公募ということでよろしいでしょう

か。アンケートだと、回覧だとか学校で児童生徒に紙を配布

して、それを返してくださいというやり方ですが、大貫・佐

貫中のやり方のように郵送とかで回収という形をいうのでし

ょうか。

「大貫・佐貫」、「湊・天神山・竹岡」は公募という形でや

っていますが、これは地域だけでやっています。他の地域の

方ではなく、自分の地域の方からご意見をいただきたいとい
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委員

事務局

委員

委員

議長

委員

委員

委員

委員

委員

う形でやっています。大貫・佐貫の場合は、そこにプラス生

徒とその保護者からの意見をいただくということで、公募プ

ラスという形になっています。

東中学区だけですかね。

それもみなさんで決めていただけたらと思います。もし、

公募となったときには、インターネットを使えば、日本全国

からの募集も可能です。

話し合いをしたときに、天羽○○中で応募した方がいいと

出たんですか。

出たというより、アンケートでは、過半数が新しい校名に

したいということでした。半分には満たなかったのですが、

天羽という名前に愛着や天羽という名を残したいという意見

もありましたので、それプラス名前を新しくしたらいいんじ

ゃないかということで、天羽○○でどうかなということです。

天羽という名前は残した形でということで、その下に何か

いれるか、入れないかですよね。

これは一つのところがそういう意見であれば、それを進め

なくてはいけないんですか。この中だと違う意見は一個だけ

であって、他の人は天羽中ということで問題は終わっている

と思うんですけど。

天羽中がダメだというわけではないんですけど。

それは団体で決めたことだから、それはそれでいいんじゃ

ないですかね。こっちは、みなさんで天羽中に決まりました

ということで。

環小の PTA も東中 PTA も天羽という言葉には反対してい

るわけではなく、環地区は他の案で協議したわけです。みな

さんが天羽中ということで決まりましたということであれ

ば、それは可能だと思います。

上がってきた意見をここでまとめて、出すということでい

いんですよね。
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委員

議長

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

委員

この部会としては決まりということでいいんじゃないです

かね。

ここの部会での意見は、ほぼ天羽中だと思うんですけど、

東中の PTA から出された天羽○○中というのを、ほとんどの

部会が天羽中だからといって、ここで無視していいのかとい

うことをこの部会で話し合っていただきたいと思います。

まずはアンケートじゃないですか。

つけるかつけないかのアンケートを採ることになりますよ

ね。天羽中にしたいか、○○中にしたいかというのを採って

から、進まないといけないと思うんですけど。もしくはもう

天羽中ということでいくか。

この中の意見は、天羽中であれば、まとまっているという

ことじゃないですか。これが半分半分だったら、確かに天羽

○○中ということをどういう風にしますかというアンケート

を採らなきゃいけないと思うけど、この中であれば一つの意

見しかないから、これはこれで天羽中で決定ということでい

いんじゃないですか。

それぞれ今一つずつ発表しましたよね、それで圧倒的に天

羽中学校ということですけど、違う意見もあってそれはそれ

でいいですよね、それで我々がどうするか決めればいいんじ

ゃないですかね。

みなさんの意見が一つの天羽中って意見があって、その中

の一つだけ天羽○○中って出てきたということであれば。

それについて、みなさんで意見を出し合えばいいんじゃな

いですか。

それにみなさんが賛同すればいいんじゃないですか。

○○というのをつけたらどうですかという意見ではなく

て、公募で採りたいということですよね。それを無視して、

こっちで勝手に決められますか。

アンケートを採りたいという意見があったわけではないん
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議長

委員

議長

委員

議長

委員

議長

委員

委員

ですが、ＢＣＤ案が過半数を占めていたので、天羽という名

称に反対したわけではなくて、ほぼ半分は天羽に賛成でした。

ですが、ＢＣＤ案の回答をみたところ新しい名前でもいいん

じゃないかという案もあったので、天羽という愛着のある言

葉は残し、それプラス、学校が新しくなるので新しい言葉を

公募なり地域の方々で、決めたら良いんじゃないかなという

ことです。

ほとんどの地区の方は天羽中でいきたいと、ただ、東中の

PTA の意見としては、天羽○○中がいいんじゃないかと。

いいんじゃないですかではなくて、そういうものもあるん

じゃないですかという問いかけで、決定ではないです。

天羽○○中という投げかけがあるんですが、他の地区の方

は天羽中でいきたいと強い思いがあればここで言っていただ

ければと思います。どうしても天羽中学校区の人数が多いの

で、単純に多数決で決めれば良いものではないと思います。

今の意見だと公募で決定したわけではないですよね。今の

ここでの意見として天羽中でいいんじゃないですかというこ

とであれば、それはそれでいいと。

天羽中を残すという意見が出てくれば、その結果を報告し

ていただくということになると思います。

天羽○○中ということを仮になったとしますよね、そうし

たらこの○○をここで決めるんですか。

ここで決めるのか、公募するのかということをもう一度考

えてもらうということですね。ただ、みなさんの方で、○○

じゃなくて天羽地区なんだから天羽中でいいんじゃないかと

いう強い意見であれば、決定の方向に向かっていくと思いま

す。

決して天羽中に反対をしている訳ではないです。そういう

意見もあったのでということです。

最初に天羽中という意見だったので、天羽中でいいんじゃ



7

議長

委員

委員

委員

議長

委員

ないですかね。

天羽地区の小学校が全部に集まってくる学校だから天羽中

でいいんじゃないかと、由緒ある愛着のある名であるので、

天羽中でというご意見だと思います。

PTA会長さんが役員だけで意見を言うのはよくないという

ことで、PTA 会長さんの方からアンケートを採ってもらいた

いということでした。ＡＢＣＤの４択でアンケートを採って、

Ａが一番多かったわけですが、残りの３つＢＣＤは名前を変

えるということで、結局２択だとすると変える方が多いとい

うことになったんですよ。天羽中よりも違う名前が良いとし

た人が多いということですね。その名前を公募にするかとか、

○○中にするとか天王台にするかとか、変えるとしたらどう

するかということがＢＣＤだと思います。Ａが多ければそう

いう話にはなっていないと思います。

ＢＣＤだったら、天羽という言葉は入ってこないですよ。

そこで配慮して意見の多い天羽という名前は残して、一方

で小さな学校が吸収されるというイメージというか、肩身の

狭い思いをするんじゃないかとか、だったらお互いが新しい

校名で心機一転やっていくという意見があったわけです。Ａ

も 30 くらいの意見もあったということを鑑みて折衷案とい

う形で、上手くいくようにということで意見を出しています。

この部会として、ある程度方向性として結論づけないとい

けないと思いますので、東中 PTA 以外は天羽中ということな

んですが、どうでしょうか。

個人的な意見ですが、確かに新しいスタートで、新しい名

前にした方がいいんじゃないかという意見もあると思いま

す。ただ、あまり突拍子もない名前にしたくないという考え

もあります。スタートは数年だけであって、その後はずっと

です。天羽中も昔、湊、天神山、竹岡、金谷中という４中学

校が一つになって、天羽中です。我々も天羽中の前のことは
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委員

委員

委員

委員

委員

議長

委員

知らなくて、天羽中ということで普通に流れています。スタ

ートということを意識しすぎて、ひねった中学校の名前はい

らないんじゃないかなと、今の天羽中の規模と天羽東中の規

模をみたときに、天羽中の方がちょっと大きいと思います。

そこに入ってきて、気まずいということですが、天羽中も元々

湊、天神山、竹岡、金谷と小さい学校が寄り集まった学校な

ので、統合で環小の子が入ってもあまり変わらないんじゃな

いかと思います。なので、あまりスタートというものを強く

意識しなくてもいいのではと思います。

個人的な意見ですが、天羽中でもいいのかなと思います。

アンケートでも子どもに聞いたときに天羽中でいいと言って

いたので、天羽中でと思います。

天羽○○中ということも意見としては、アリだと思います。

ただ、考えてみて思いつかないですよね。天羽新中学校とい

うのもどうかと思うし、何かプレゼンはないですかね。そう

したらそれはいいかもとなるかもしれないじゃないですか。

中には意見で、天羽○○中ではないですが、天羽という地

域は残さず、心機一転、違う校名というものもありました。

個人的なものでもいいから、天羽○○中というので、良い

のがあってみなさんが納得できれば変わると思いますよ。

例えば光が降り注ぐように天羽光中とか、青空がきれいだ

から天羽青空中とかね、そういうイメージじゃないかなと思

います。

イメージはよろしいですか。つけることによってイメージ

は変わると思うんですが、つけないで天羽中というところが、

ほとんどの代表の方の意見ですが、つけたイメージはどうで

しょうか。やはり違うということであれば、この部会ではや

はり天羽中でいくという方向性が出てくると思いますが。

地域に愛着というか、○○のところに天羽地区にちなんだ

言葉、イメージできる文字が入れば、この地域に新しく中学
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委員

委員

委員

議長

事務局

議長

委員一同

議長

事務局

校ができたということで、こういう名前にしてよかったと思

います。全く違うもの、天羽地域に関係のないものが入って

しまうとそれはどうかなと思いますけど。

みなさんが天羽中学校でいいんじゃないかと言っているの

で、天羽中学校でいいんじゃないかと思いますけど。天羽中

学校で変わらないのであれば、校歌もお金をかけることもな

いので、そのお金を学校にかけた方がいいんじゃないかとい

う意見もありました。

別に○○中学校ってつけるのもいいんだけど、さっきもい

っていたようにつけると意味も違ってくるのではないかと思

います。

生徒が覚えやすい名前はやっぱり天羽中というものだと思

います。

この部会での意見では、天羽中でいいんじゃないかという

ことですが、その方向性でよろしいでしょうか。

例えば２つ候補を出してもらって、意見が多かった一位が

天羽中、二位が天羽○○中ということもできますが、そうで

なくてもよろしいですか。

方向性としては、「天羽中学校」ということでよろしいでし

ょうか。

はい。

では、「天羽中学校」という名前でいくということでお願い

します。

「天羽中学校」という名前を選んでいただいた理由として、

天羽地区全体から集まる中学校であるということ、歴史のあ

る天羽という名前を残したいということ、天羽と天羽東と天

羽を名乗っていることから愛着が深いということ、旧天羽町

であり名が通っているということ、天羽に一つしかない学校

であるということということで、あげさせていただいてよろ

しいでしょうか。
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議長

委員一同

議長

委員

議長

委員

議長

委員

議長

委員

委員

理由についてはよろしいでしょうか。

はい。

③ 校章・校歌の決定方法について

方向性としては、校名は「天羽中学校」としていくのです

が、校章・校歌について、今のままいくのか、変えるのかが

一つ問題になってくると思います。先ほどのご意見ですと、

校章等も変えるとお金もかかるからその分違うところにかけ

たらいいんじゃないかということでした。まず、校章ですが、

今のままいくのか、変えるのかということをお伺いします。

吸収ではなく統合ということですよね。お金とかの問題を

外して考えるならば、どちらかを使うということはありえな

いし、新しくできるなら新しく作るのがよいと思うんですよ

ね。

「環南小と環小」、「関豊小と環小」が統合した際には、環

小の校章・校歌は変えずにそのまま使うという例もあるので、

一概に変えなければいけないということではないと思いま

す。

両校のものを併せた形でもいいんじゃないですか。

変えるということですよね。

生徒に希望を持たせるなら変えた方がいいよね。財政どう

こうって問題じゃない気がする。

財政的な問題はとりあえず無視して、校章を変えるか変え

ないかですが、変えるとなった場合は、どういう風に決めて

いくかという話になっていくかと思います。今の話だと一つ

は変えるという方向だと思います。

天羽中には、50 年の歴史があるんだから、校歌と校章は変

えなくたっていいと思います。

天羽中に行っている人は、それでいいと思うけど、問題は

東中から来る人で、新しく校歌を覚えたりするのが大変だと

思います。それだったら、両校とも始めから新しいものを覚
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議長

委員

委員

委員

委員

議長

委員

議長

委員

議長

事務局

えるという意見も出てくるかもしれない。ただ、財政的な問

題から考えると変えない方がいいだろうけど、そういう問題

じゃないと思います。

まず、校章に絞っていきますが、新しい学校なんだから新

しいものにするか、そのまま天羽中の名前だからそのままと

するか、このどちらかですがどうでしょうか。

天羽中なんだから、そのままになっちゃいますかね。校章

もそのままになっちゃいますかね。

校章くらいは新しくしてもいいんじゃないでしょうか。

新生中学校なんですよね。そうしたら新しく生まれるとい

う意味で変えてもいいんじゃないですか。

デザインは合わせられないですか。

校章については、天羽中という名前は残るんだけど、新し

いスタートという形で変えるというものと、変えないという

意見ですが。

校章はこれでいいでしょうというものは難しいですね。

変えるということになったら、どのように決めていくかと

いうことですが、重ねる案とか、どういう校章がいいのかと

いうことで公募する案だとかあると思います。まず、変える

か変えないかというところでは、変えるという声が多いよう

に思えますが。

気持ちが新しくなるだろうからね。

校名は、「天羽中学校」でいくと結論は出たんですけど、校

章・校歌については、今結論出さないとダメですか。持ち帰

っていただくのも大丈夫ですか。

この後の手順ですが、みなさんから出していただいた統合

中の新しい校名は「天羽中学校」という意見と理由を持って、

市長を含めた総合教育会議、教育委員会議にかけていきます。

それで認められたら議会の方へとなりますので早くとも３月

の議会時に最終決定になると思います。ですので校章は、校



12

議長

議長

事務局

名が決まってからということになりますので、３月以降の正

式決定以後になります。その後に公募をかけるとか、生徒に

応募を求めるのでもよいかなと思います。なので、一回お持

ち帰りいただいて、新しいものにするのか、今のままでも構

わないのかということをご相談いただいて、正式に名前が決

定した段階でもう一度、どのように形にするかということで

動くということもできます。

この場で意見をいうとほぼ個人的な意見になると思いま

す。持ち帰っていただいて、校章について変えるのか変えな

いのか、話し合ってきていただければ、この場で発言しやす

いのかなと思います。併せて校歌についても、現状の天羽中

の校歌は、竹岡とか天神山とか触れておらず、立地条件だけ

の歌詞になっているので、そのままいってもおかしくないと

思いますが、新しい学校のスタートなので、新しく変えると

いう意見があれば、それについても持ち帰っていただいて検

討していただきたいのですが、いかがでしょうか。

PTA の方は他の親御さんの代表ですので、持ち帰っていた

だいて話し合っていただきたいと思います。これは、予算等

は関係なく新しい学校としてスタートするのだから、変える

変えないのどちらかだと思います。あと決め方についても話

し合ってきていただくといいかなと思います。子どもから募

るとか、市民から募るとか、校歌であれば頼んでしまうとか、

色々あると思いますので、みなさんの声を聞きたいと思いま

す。

校章については、これまでの学校の様子ですと、一つは公

募で市民なり地域の方にデザインの依頼をして、希望で出し

てもらう。２つ目は開校するまでの段階であえて校章を決め

ないで統合したときに子ども達から出してもらい、先生達も

含めて決めてもらって最終的なデザインを直していく。３つ

目はモチーフを大人の方でいくつか出してもらって専門家へ
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依頼して、出てきた案から選んでいく。

校歌については、木更津市の真舟小のように市民からの公

募してその中から選ぶやり方、２つ目は校歌を専門に扱って

いる会社にお金はかかりますが依頼して作ってもらう。３つ

目は学校にゆかりのある音楽に堪能な方に頼むか、それぞれ

の学校の音楽の先生に頼んでいくという形もあります。４つ

目は歌詞だけこちらで作ったものに対して、曲をつけてもら

うというやり方もありますので、変更するとなった場合には

そういったことも話し合っていただければと思います。

以上で本日の議事については以上です。

５ 連絡

・次回の代表部会の予定について

・閉校式・開校式について

６ 閉会


