
代表部会 会議録

１ 会議の名称
天羽中学校・天羽東中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２９年１０月２４日（火）

午後７時７分～午後７時３９分

３ 開催場所 市民会館

４ 説明事項等 校章・校歌の変更について

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、石井天羽東中学校 PTA 会長、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

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 校章・校歌の変更について

Ａ 各団体からの協議報告

校章・校歌の変更の必要性について、各団体からの協議報

告を天羽中学校 PTA から理由の説明もありましたらお願い

します。

天羽中学校 PTA では、校章校歌の決定方法についてのアン

ケートを実施しました。アンケートを実施する上で前回の部

会から出ました新しい学校になるということ、吸収ではなく

統合で新しい学校ができるということから校章校歌も新しく

したほうがいいんじゃないかということを冒頭の文面で紹介

しアンケートを採りました。ただ紙面での説明になってしま

いますので、校章校歌というのは馴染み深いという意味合い

が強いと思いますが、結果として校章校歌ともに変更しなく

てもいいという意見が８割程度占めております。

天羽東中 PTA では、アンケート等は実施しておりません

が、前回の校名のアンケートの中に校名校章等よりも学校の

設備等の安全面を重視して欲しいという意見がありましたの
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委員

委員

委員

委員

委員

委員

議長

で、校章校歌は変える必要はないのではないかと思います。

湊地区は、統合するので統合の証として、今のものではな

く新しいものの方がいいんじゃないかと思います。

天神山地区は、変更なしでいいと思います。

竹岡地区は、校名が天羽中学校で変わらなければお金もか

かることなのでそのままでいいのではないかということで

す。個人的な意見ですが、校歌は何十年経っても同窓会で歌

ったりするものです。昔の人と若い人の校歌が変わってしま

うこともあるので、学校名が変わるのであれば、校歌も変わ

るのもしょうがないのでしょうけど、同じ学校名でいくので

あれば同じでもいいのではないかと思います。

金谷地区は、右へ倣えということです。

環地区は、変更した方がいいと思います。新しくなるとい

うことで、天羽中と学校名は変わらないのですが、新しくス

タートするということでもあります。お金がかかるとかそう

いう問題ではなくて、気持ちの問題で新しくした方がいいん

じゃないかと思います。

関豊地区では、変更する必要はないということです。東中

の PTA の方からもありましたが、そういうお金がかかるなら

設備をよくした方がいいんじゃないかという意見です。

◎ 協議報告結果

①天羽中 PTA 変更しない ②天羽東中 PTA 変更しない

③湊地区 変更する ④天神山地区 変更しない

⑤竹岡地区 変更しない

⑥金谷地区 右に倣えとする（皆の意見に合わせる）

⑦環地区 変更する ⑧関豊地区 変更しない

Ｂ 協議

各団体から報告いただきましたが、「変更する」２団体、「変
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委員

議長

委員

事務局

委員

事務局

委員

更しない」５団体、「右へ倣え」１団体ということでした。こ

れは単純に多数決というわけにはいかないと思うので、皆さ

んの方からもう少し意見等があればお願いします。

お金がかかるというのと、新規というのが、複雑ですよね。

個人的には、学校が統合して新しくなるということで、例え

名前は今までの天羽中であっても新規ということを考える

と、やっぱり校歌校章は新しくした方がいいと感じます。

統合ということで、学校名は天羽中で変わらないけど、新

しくスタートするということであれば、変えた方がいいので

はないかという意見ですね。

今校章校歌をやっていますけど、中学校だと制服があると

思いますが、制服はどうなるんですか。

制服について、男子は全く同じものです。女子はラインの

数、服の形、プリーツの丈も同じです。ただ違うのは、天羽

中は胸元に校章が入っていて、天羽東中は右肩の後ろの方に

校章が入っているところです。教職員部会で相談いただいた

ところ、校章を外してしまえば全く同じものになるわけで、

そうすればどちらの学校のものということはなくなるのでは

ないかということから、天羽東中、天羽中に来年度入学生か

ら制服の校章の刺繍を抜いて、どちらも同じものにして、統

合になったときも両校の子達が全く同じ制服を着ているとい

うことにしていこうということになっています。

校章は新しくもう付かないということですか。

校章が決定して、平成 32 年度以降に校章をどこかに入れる

か、全く新しい制服にするか、そういったことは経済的な負

担も考えていかなければいけないところです。こちらの方は

その後にじっくりと考えていくということになっています。

平成 32 年に統合したときの子どもの気持ちはどうなのか

ということを一番に考えます。今は天羽東中の方が数が多く

て天羽中の校舎で学んでという状況ではなく、圧倒的に数も
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委員

委員

委員

委員

委員

議長

委員

少ないわけです。子ども達の適応力は我々と違って、天羽中

の環境にすぐに慣れてくれると思いたいのですが、その時の

子ども達の気持ちを考えるとやはり肩身の狭い思いをするの

かなと、天羽中の校舎に行って、校歌も元の天羽中の校歌で、

天羽中の子ども達はすぐに歌えますが、東中の子達は新しく

覚えていくという環境はちょっと不憫じゃないかなと感じま

す。可能であれば校章校歌は新しいものであればいいのかな

と考えています。

気持ちの問題だよね。

作るとなると、作詞作曲ができるようないい音楽の先生が

天羽中や東中にいらっしゃいますか。

今の東中の校歌の作詞された方はかなり高齢になられて、

そういうことの依頼はおそらく厳しいのかなと思います。

お金がかかるとかかからないとか、そういう問題ではない

と思うんですよ。新しくスタートするという意味で考えれば、

建物は天羽中のものを使うにしても、新しくした方が子ども

のためにもなるんじゃないかと思います。

これは変更するのかしないのかではなくて、流用するとい

うことだと思うんですよ。それで流用するという積極的な理

由はないと思います。一つはお金がかかるということ、今の

天羽中学校の校歌じゃないとダメだという積極的な理由とい

うのはないと思うんですよ。今が天羽中で新しい学校名も天

羽中だから今ある校歌校章も、それでいいだろうというのは

追認というか、そのままでもいいだろうということだと思い

ます。そういう意味では、積極的な理由があればそういうこ

とを考えていった方がいいんじゃないかと思います。

今のご意見ですと校歌校章を変えない積極的な意見があれ

ばということですが、いかがですか。

今の天羽中の校歌に古くさいとかこれはおかしいなという

ところはあるんですか。
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事務局

委員

議長

委員

事務局

委員

委員

天羽中の歌詞は、四地区の学校ですが金谷や天神山や竹岡

ということは歌詞の中には入っていません。恐らく広い地区

からといったことを考慮してだと思うのですが、天羽中が建

っている校舎の近辺の土地のことを中心に歌っています。

そういう良いとか悪いとかじゃなくて、基本は子どものこ

とで、子どもの気持ちを重視するならば両方の校歌は止めた

方がいいんじゃないかと思います。子どもが心を改めて統合

された所へ行くんだから、そういう気持ちから考えれば校歌

とか校章とかは関係ないじゃないかと、お金は確かにかかる

んだけどそういう問題じゃないと思います。

再配置計画の中では、吸収合併ではなく統合ということで

同じ立場でやっていくと、新しい学校でスタートしていこう

ということから始まっていると思います。そういったことか

ら考えると、今の話にあったように新たなスタートとして新

しいものを作っていくべきではないかという意見が出ていま

すが、皆さんどうでしょうか。

事務局はどうなんですか。

吸収合併ではなく統合ということで同じ立場でやってい

く、新しい学校でスタートするというスタンスでやっていま

す。来年度の予算では、大貫・佐貫、天羽・天羽東、湊・天

神山・竹岡の３校分の校章や校歌についてを要求していきま

す。

私は天羽中卒業生ですので、校歌は思い入れ深いものです

が、もし新しい校歌ができても同窓会では、新しいものと古

いものを歌えばいいと思います。個人として校章も校歌も心

機一転変えた方が子ども達のためにはいいかなと思います。

直接関わるのは子ども達ですよね。東中は「変えなくても

よい」でしたが、天羽中の校歌や校章じゃないといけないと

いうのは特にないと思います。皆さんの意見でもあるように

新しくするでもいいと思います。
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委員

議長

委員

委員

議長

委員一同

議長

事務局

新しくした方が生徒もまとまるんじゃないですかね。

先ほど設備重視と子どもの安心安全にお金をかけて欲しい

というご意見がありましたが、これは校歌校章にかけるお金

と設備重視は別な問題だと思います。設備に関してはとにか

く子どもの安心安全を第一に考えて、市の方にお願いをして

やっていただくということ。そういったことを含めて皆さん

のご意見を伺っていると心機一転変えた方がいいんじゃない

かという意見の方がだんだん強くなっているかなと思いま

す。心機一転、変えていくという方向はどうでしょうか。

出来上がったのが良ければいいですけど。

それが良いか悪いかは、また違う人達に選んでもらいまし

ょう。

先ほどの天羽東中や天羽中に作曲ができる音楽の先生がい

るのかとのご質問がありましたが、それはちょっと難しいと

思います。ですが、近隣の高校には野球部の応援歌などを作

る先生もいらっしゃったり、湊小にいた先生に素晴らしい曲

を作る方もいらっしゃいます。プロに頼むとお金がかなりか

かると思いますので、地元に密着された方や近隣のところで

お願いできる方もいらっしゃると思います。

それでは、皆さんいかがしょうか。特に他になければ代表

部会の意向として心機一転という意味で、校歌校章について

は、「変更する」ということでよろしいでしょうか。

はい。

② 校章・校歌の決定方法について

校章校歌の決定方法についての決め方はどうしますか。

校名については、この後の教育委員会議、市長を入れた総

合教育会議で承認を受け、議会で条例の改正の議決により決

定となり、早くて来年の 2018 年３月に正式決定となります。

校名が正式決定しない状態で、校歌や校章を決めていくとい
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委員

事務局

議長

委員一同

事務局

うのは難しいと思います。そうすると皆さんも現在の役職を

終えられて、代表部会を次の方に引き継がれる方もいるかと

思います。決定方法まで今決めて、次の方にこういう風に決

まっていますというのもどうなのかなと思いますので、今の

皆さんでというよりも次の方々に校章校歌の決め方から引き

継いだ方がいいかなと考えます。来年度の５月位に恐らく

PTAや区長会の方も新しい役員の方が決定されると思います

ので、いかがでしょうか。

変更するということは、決定ですよね。

変更することは決定です。やり方やどういった内容のもの

にするかを次の役員の方々にお願いしていくことでどうでし

ょうかということです。

新しい学校名についてこの部会では「天羽中学校」という

ことになりました。校名の最終的な決定は３月の市議会で決

定するので、それまでに校章校歌を考えていくのではなく、

正式に決定した後、校歌校章について変更することは決定し

ているので募集方法等について、新規役員の方に引き継いで

決めていただき、来年１年かけて決定して行ければという事

務局からの提案がありましたが皆さんよろしいでしょうか。

はい。

校長先生方にお願いになりますが、校章校歌については教

育的意義というものも大きいと思います。これまで過去の事

例をみますと校章については、統合した後に生徒達に生徒会

などを中心として新しいものを考えていくという所もありま

す。自分達の校章をこういうものにしていこうと、イメージ

とかを言葉から作っていってそれを形にしていく作業を学校

で新規にやりたいというような考えで進めている学校もあり

ます。校歌は半年位前までには作っておければ、両校の子ど

も達や小学生も達にも練習をしていただいて、入学式等でみ

んなが最初から歌えるような形にしていければいいかなと思
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議長

いますので、平成 31 年９月から 12 月の間までに決められる

といいなと思います。校章はそういう部分もありますので、

これは校長先生達に来年の４月までに考えていただければと

思います。

本日の議事については以上です。

５ 連絡

再配置推進室長挨拶

６ 閉会


