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第 14回 新泉・和泉地区小中一貫教育校設置協議会会議録（要旨）

会 議 名 第 14回新泉･和泉地区小中一貫教育校設置協議会

日 時 平成 24年５月 29日（火）午後２時～３時 30分

場 所 和泉小学校 家庭科室

出 席 者 協議会委員 27名（欠席３名） 傍聴２名

区 関 係 者 学校支援課長、関係職員

次 第

１ 今後の協議会のスケジュールについて

２ 学園名・小中学校名の選定方法について

３ その他

資 料

（資料1） 協議会委員名簿

（資料2） 協議会設置要綱

（資料3） 今後の協議会のスケジュール

（資料4） 学園名・小中学校名の選定方法について
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会長 それでは、定刻になりましたので、これから第 14 回新泉・和泉地区小中一貫

教育校設置協議会を始めたいと思います。

まだお見えになっていない委員の方もいらっしゃいますが、進めさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。

本日の予定について、事務局からご説明をお願いします。

計画調整担当

係長

それでは、初めに、お手元に配付しております資料の確認をさせていただきま

す。

まず、本日の協議会の次第、その裏面に、資料１としまして委員名簿、資料２

が協議会設置要綱でございます。設置要綱につきましては、４月に区の組織改正

がございましたので、配付させていただいております。続いて、資料３が「今後

の協議会のスケジュール」、資料４が「学園名・小中学校名の選定方法について」、

それから「小中一貫教育ニュースレター」の最新号を今お配りしております。お

揃いになっていますでしょうか。

本日の予定でございますが、本日の協議会は、平成２４年度第１回の協議会と

なります。そのため、新しく委員となられた方が８名いらっしゃいます。新しく

委員になられた方につきましては、委嘱状を席上に配付してございますので、ご

確認の程よろしくお願いします。

本日の議事は次第のとおり予定しておりますが、次第には記載しておりません

が、３月の協議会で、近隣の方々への説明会で使用した完成予想図をご覧になり

たいというご意見がございましたので、ご用意させていただいております。続い

て、「今後の協議会のスケジュールについて」、その後に「学園名・小中学校名の

選定方法について」をご議論いただきたいと思います。

それから、本日、傍聴の方がお見えになっております。協議会は原則公開とい

う形になっておりますので、傍聴人の方にはお入りになっていただいておりま

す。予定につきましては以上です。

議事の進行につきまして、会長、よろしくお願いします。

会長 それでは、事務局から説明がありましたように、８名の委員の方が変わられて

おりますので、委員の皆さんから自己紹介をしていただきたいと思います。

新委員 ― 以下、新委員８名自己紹介。

会長 どうもありがとうございました。続いて、事務局におきましても人事異動がご

ざいましたので、自己紹介をよろしくお願いします。

学校支援課長

ほか事務局

― 以下、事務局職員自己紹介。

会長 昨年度まで協議会の副会長をされていた新泉小学校の校長先生が異動になり

ました。副会長の指名については、協議会設置要綱の第５条で会長が副会長を指

名するということになっております。そういうことで、僣越ながら私のほうから

指名させていただきたいのですが、新泉小学校の現校長先生に副会長をお願いし
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たいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしければ拍手をお願いい

たします。（拍手）

副会長 よろしくお願いします。

会長 ありがとうございます。

続きまして、３月に開催された住民説明会で使用した新校舎のイメージ図の投

影ということになります。よろしくお願いします。

計画調整担当

係長

見にくい方もいらっしゃるかと思いますが、スクリーンに投影されている図

は、ニュースレターに使った絵と同じで、基本設計時点での新校舎のイメージ図

になっています。和泉小学校の正門あたりから和泉中学校のグラウンドを見下ろ

して入るようなイメージ図になっています。手前に芝がきれいに生えて、向かっ

て左側が既存の和泉中学校で、右側が新しくできる校舎になってございます。２

枚目は逆方向から、神田川の方から新しい校舎を見上げるような形のイメージ

図になってございます。まだ校舎の色とか決まっておりませんが、このような雰

囲気に変わってくるのかなということで、ご参考までにご用意させていただきま

した。イメージ図につきましては、以上でございます。

会長 ありがとうございます。お手元のニュースレターにも出ていますけれども、こ

ういうのが出てくると、イメージがつかみやすいのではないかなと思います。こ

れから実施設計に入ればどんどんはっきりしてきますので、よろしくお願いしま

す。

それでは、議事に入ります。「今後の協議会のスケジュールについて」、事務局

から説明してください。

計画調整担当

係長

資料３をご用意いただけますでしょうか。「今後の協議会のスケジュール」と

いうことで、平成 24 年度から平成 27 年度までの協議会のスケジュールでござい

ます。本日、第 14 回が５月に開催され、これまでの協議会が２カ月に１回開催

されているということで、２カ月ごとに「○」をつけております。

27 年２月頃に報告書を策定していただくまでの間、検討内容としましては、今

日の議題の学園名・学校名、それから学園歌、校歌、校章、校旗、標準服など、

３年足らずの間、沢山の検討内容についてご議論していくことになります。

一番上に学校関係のスケジュールが簡単に書いてあり、合同研究会が既に始ま

っておりまして、大まかなスケジュールとしては、26 年３月頃に和泉中が新泉小

へ一時的に移転します。27年 3 月には新校舎ができますので、新泉小と新泉小へ

移転していた和泉中が、また和泉小も移転して、27年４月から開校ということに

なります。

一番下に工事関係を記載しています。24 年度は実施設計ということで、現在、

３校の先生方と調整等を行っています。25年6月か7月頃には本体工事が始まり、

27 年 3 月まで改修工事ということになります。27 年度は、和泉小学校の解体、

校庭整地など外構工事を実施するというスケジュールになってございます。

雑駁ですが、今後の協議会のスケジュールについては以上でございます。
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会長 それでは、このスケジュールについて何かご質問やご意見はございますでし

ょうか。

委員 新泉小改修工事とはどんな内容の工事でしょうか。

会長 25 年７、８、９月の新泉小の改修工事は、和泉中が移転するための準備の改修

になります。

委員 新泉小へ移るわけですね。

会長 今の特別支援学級のあるところが中学校の普通学級になる予定ですので、その

あたりの改修等が入ってくるかと思います。

その外、いかがでしょうか。

委員 工事関係で、改築工事をひととおり並べて書いてあるのですが、和泉小学校に

おいても、25 年 7月から校庭が削られるという状況になっています。そして、後

半になるとプールの取り壊しですので、ここには和泉小としての工事も入れてい

ただければ他の方々にも見てもらいやすいのではないかと思いますので、お願い

します。

計画調整担当

係長

25 年７月から 27 年２月頃まで改築工事としてまとめて示してありますが、こ

の改築工事には、先行して 25 年６月頃に、現在の芝の倉庫やＰＴＡ倉庫がある

辺の倉庫類を一時的に撤去します。和泉中学校への給水関係の切り回し工事のた

めのものです。今、お話がありましたが、プールの解体が 12 月頃から始まるこ

とになります。

改築工事ということでまとめてありますが、ここにはさまざまな工事が入って

います。工事日程等の詳細に決まりましたら、もう少し詳しいスケジュールをお

配りしたいと思います。

会長 そうですね。それぞれの学校ごとに分かれていると良いのかもしれません。和

泉中の場合は校庭も関係してくるので、それも入れてもらえると。

その外、いかがでしょうか。

委員 和泉中学校の校庭については、７月まで使用ができるのですか。

計画調整担当

係長

はい。和泉中学校の校庭は本体工事の範囲となります。

委員 その頃に、基礎工事が始まるということですか。

計画調整担当

係長

多分、契約が７月初旬頃になると思います。直ぐにということではないと思い

ますが、まず工事用の仮囲いなどが始まり、次に基礎工事へ入ってくるというこ

とになります。

委員 １つ確認の意味ですが、神田川の蓋がけみたいなものがあって、それによって

神田川側から小学生が入れるのかどうかという、そういった問題もあるので、い

つごろから閉鎖になるのか、結構大きい話だと思います。

計画調整担当

係長

都の第三建設事務所というところが神田川の構台、井の頭通りから川の上を通

過して工事車両が入れるように、川に蓋をする工事をしますが、スケジュールが

まだ最終的に確認ができておりません。多分、今年の秋口あたりから工事が始ま
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ることを聞いています。その辺の確認ができましたら、関係する学校の皆様や協

議会へご連絡をさせていただきたいと思います。

委員 歩行者は完全に通れないのですか。

計画調整担当

係長

多分、校舎側の歩道が封鎖になって、川の向こう岸は通れるようになるのだと

は思います。その辺もはっきり決まっておりませんので、確認ができ次第ご報告

させていただきます。

学校支援課長 今日は粗々で、また工事については詳しくなってきたらお示しできると思いま

すので、その時またご説明したいと思います。

委員 川全体に蓋がけをするわけですね。そうすると、水道道路からちょっと入っ

たところに水道管があります。あれがかなり出ているので、ああいうのは排除し

なければなりませんか。

計画調整担当

係長

具体的な工事につきましては専門ではないのですが、そういう障害物について

は避ける形で構台をつることになると思います。

会長 基本的に神田川側から工事車両は入ることで検討が進んでいるということで

よろしいのですよね。

計画調整担当

係長

はい。そうです。

委員 それに伴って、井の頭通りの向こう側のマンションから来ている子どもたちも

うちの学校にいますので、その子たちの通学路に大きな影響があって、保護者の

皆さんやＰＴＡへ連絡を取らなければなりませんので、できるだけ早く教えてい

ただきたい。もし可能ならば信号機を付け替えてもらうぐらいの作業ができれば

と思います。要望です。和泉中の正門あたりのところに信号機があると嬉しいな

と思います。

会長 では、その通学路の関係があるので、どういう方策をとるかはまたいろいろあ

ると思いますが、どういう工事になって、どこを通れるかという、まだ仮定の段

階ですから、これから工事がはっきりしてから、またご報告いただければと思い

ます。よろしいでしょうか。

スケジュール関係は何か他にございますか。

（なし）

協議会は２ヶ月に１回ということになっておりますが、予定ですので、必要が

あれば増やしていくことも可能ですし、必要に応じて、この間、校庭部会とか部

会を開きましたが、そういう部会を設置して協議するということも可能性として

はあるかと思います。よろしくお願いいたします。

では、次の議事に移ります。「学園名・小中学校名の選定方法について」、事務

局からご説明をお願いいたします。

計画調整担当

係長

資料４－１と４－２でご説明を申し上げます。

資料は、これまで学園名・小中学校名につきまして、協議会でご議論いただい

ており、それを踏まえて作成しました。
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学園名と小中学校名と２つありますが、基本的に選定方法については同様にな

りますので、「校名」という形で資料には表記させていただいております。

前提条件としまして、１点目は、協議会において学園名・小中学校名の選定に

ついて必ず関与する。２点目は、校名は複数案から選定するということ、として

おります。

資料４－１、２の校名の選定（１）選定方法案につきましては、フローチャート

のような図にしております。図の下に網かけをしてある部分、アからオまで５段

階に分類してございます。また、図の中で菱形の部分がどうするかという選択、

判断になります。ウの段階までを選択しますと、右側のⅠ案からⅤ案のいずれか

に結びついていくような形になってございます。

まず、アの段階で意見募集をするかどうかということ、地域等から意見募集を

しない場合は、上の点線の矢印で「無」の方へ進み、協議会の各委員から校名案

を提示して、協議会で校名を選定していくことになります。逆に、下側の「有」

のほうの矢印に進みますと、地域から意見募集をすることになります。その際に

どういう形でということになりますので、イの段階で、例えばこういう校名があ

りますと例示した上で意見募集をするのか、それとも全く白紙の状態でどういう

校名が良いですかという形で募集をするのかとなります。例示しない場合は「無」

へ上の矢印の方に進みます。「有」の場合は矢印の下の方に進みます。

次に、ウの段階では、意見募集の対象範囲をどの程度にするかということです。

上の「無」と書いてある点線の先、区内全域、区内全域でなく東京全域でも構い

ませんが、やはり杉並区の学校ということで、せいぜい広げて杉並区内、区内全

域としてあります。また、「有」の場合は、どこまでを対象範囲を設定するのか

ということが１つ問題になると思います。例えば、通学区域だとか、町会の範囲、

どこまで範囲を限定していくのかということになります。そういう意見募集の範

囲をウの段階で選択して、次のエの段階に進みます。

エの段階では、実施方法の詳細ということですので、例えば周知の方法はどう

するか、回答内容をどういう形でやるのか、応募については文書、ファクス、メ

ールでやるのかという具体的な実施方法について、決めていただきます。

最後に、オの段階では、校名の選定について、区民意見を募集する場合は応募

結果を参考に協議会で決定していただくことになりますが、例えば応募数によら

ず校名を選定するような場合に、その理由を付さなければなりません。また、小

学校や中学校のお子さんから意見募集したが、意見が反映されなかった場合、何

らかの心理的な配慮について考慮する必要があろうかと思います。

本日は選定方法についてご議論いただきたいので、アからウまでの段階を中心

にご議論いただき、エとオの段階については、その選定方法の決定後、具体的に

どういう選定方法がとれるのかといった検討をお願いしたいと思います。

それから、選定手順については、学園名を先なのか、それとも学校名を先に決

めるのが良いのか、それとも学校名と学園名を両方同時に決めていくのが良いの

か、学園名と学校名についてバランスということも考慮に入れなければなりませ
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んので、校名の選定方法に合わせて、選定手順もご検討いただければと思います。

よろしくお願いします。

資料４－２の３「学園名・小中学校名の決定までの手続き」としましては、協

議会において学園名と学校名を選定した後、教育委員会で承認をしていただきま

す。小中学校名につきましては、設置条例の改正が必要になりますので、議会の

議決をもって最終決定ということになります。

雑駁ですが、「学園名・小中学校名の選定方法について」は以上でございます。

会長 学園名も小中学校名も選定方法は同じなので、どちらにするかはまた別です

が、このアの部分が「有」なのか「無」なのか、イの部分をどうするのか、ウの

部分をどうするのか、その辺ぐらいまでを今日、決められれば良いなということ

と、また学園名と学校名を一緒に決めるのか、学園名を先にして学校名を後にす

るのか、学校名を先にするのかも今日、考えていきたいと思います。

私、会長としてここに座っていて考えているところですが、皆さんからいろい

ろご意見があって、その中では新泉小学校の校舎の移転、そして和泉小学校と一

緒になる新しい学校づくりということを考えていくと、「新泉」という名前を学

校名に残したいという意見がかなり多かったと思います。また、地域の学校とい

うことから、「和泉」という名前を残したいという意見もかなり多かったと思い

ます。そうしたことを考えますと、学校名は杉並区立学校の設置条例ということ

で正式な学校の名前です。ですから、こちらを先に選定方法の土壌に上げて、そ

の後、学園名ということで整理した方がやり易いのかなと私自身は思いますが、

何かその辺に関してご意見をいただいて、進めていけると良いのかなと思いま

す。

学園名、学校名を一緒に決めようといっても、決め方自体、イメージがわかな

いとなかなか決まらないと思います。その辺りのご意見をいただいて、今言った

ような進め方でよろしければ、初めに学校名の決め方を決める、学校名を決める

わけではありません。決め方を決めるということです。そして、次に学園名につ

いて検討するということで、何かご質問あるいはご意見はございますでしょう

か。

委員 意見を言う前に１つ。前回、この協議会のメンバーのアンケートをとりました

よね。その結果を踏まえての会長の意見ということでしょうか。

会長 アンケートの意見としては、学園名を先に決めた方が良いというのが数として

は多かったです。幾つでしたっけね。

委員 数は別に良いのですが、ただ、その意見を見てのことですね。

会長 私が言っているのはそうです。

委員 この協議会に出ていらっしゃらない一般の方たちは、学園名を決めるというこ

とは「学校名を決める」と思っていると感じます。そこの区別が非常に難しいと

思います。先に決めて、結局、通ってしまうのは通称名だと思います。先に学園

名を決めて、それが通称になりますということかなと思います。
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会長 そうすると、学園名を先に決めたほうが良いという意見ですね。

委員 はい。皆さんが意気込んで学校名を決めたのに、通称が使われるということが

どの程度理解されるのかなというのがすごく不安です。

会長 全体に通るのは学園名ですからね。そういう意見ということで承ります。

委員 学園名というのが統合して一番メインで、大きいわけですよね。その辺は皆さ

んのご意見も聞いてということも私はしたらいいかなと思います。学校名はある

程度決めていってもいいのかなと思うので、それはここの委員の中で決めて、学

校名はこうで、全体の学園名として皆さんどんな意見がありますかという聞き方

のほうが答える方も良いのかなと思います。

会長 もうかなり決め方に踏み込んだ話ですね。学校名はある程度この中で決められ

るのではないかと。学園名はもう少し幅広くいろいろな意見を聞いた方が良いの

ではないかということですね。他にいかがでしょうか。

委員 私も良く判らないのですが、学校名があって、それを皆さん勝手に通称で呼ぶ

とかではないのですか。

会長 そういうことも考えられます。学園名も例えば今までにない名前にして、学校

名も小中学校とも全部変えてしまうというやり方もあると思います。そうする

と、先程、申し上げたことと違うものですね。

委員 学校名が先でも良いかなと思ったりします。

会長 私が言ったのも、学校名の決め方を先に決めたらどうですかという話です。例

えば最近、八王子の三中と六小が統合した学校は「いずみの森小中学校」になっ

ています。六小と三中とは全く関係ない名前です。まあ、ナンバースクールです

から、余り関係ない学園名にしています。そういうことであれば、学校名もその

機会に変更してしまうことも考えられるのかもしれません。

他にいかがでしょうか。

委員 正式な名称は学校名ですか。

会長 卒業証書とか、そういうものは学校名です。

委員 そうすると、学校名からが良いのかなと思います。

委員 個人的には、学校名が卒業証書に載るというのはすごく大きなことだと思いま

す。現役の子どもたちにとっても大きなことで、卒業生や同窓生の方の意見もも

っともなのですが、先に学校名の決め方を決めてしまうと、すごく長引いてしま

うのではないかと思います。その決め方を決めるまでが長くなるので、最初に学

園名はすぐ決まりそうじゃないですか。そんなことはないですか。学園名を先に

決めたほうが指針になるのかなという気がするのですが。

委員 先程、他の委員がおっしゃったとおり、学校名を協議会で決めて、学園名を公

募という形はどうかなと思ったのですが。

委員 私個人としては、前回の名前を募集したときに、恐らく校名を決めるときには

一波乱あるだろうということを想定して、どちらにも平等な名前というつもり

で、学園名と学校名を同時進行で考えて、バランスもありますし、新泉の字と和
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泉の字をとる形で考えました。一番平等な意見として。なので、学園名と学校名

は一緒に並行して考えた方が良いような気がします。

１つは、新泉にしても和泉にしても自分たちの学校名を残したいという根底に

あるものは変わらないと思うので、それがもし叶わなかった時に、並行して考え

ればどちらかに逃げ道じゃないのですが、例えば学校名で新泉とか和泉とかが全

く消えた場合にも、もしかしたら学園名として両方を使った名前を載せるという

打開策というか、逃げ道というか、そういう意味もあり、私は並行して考えた方

が良いのかなと思っています。

会長 恐らく学園名を思い浮かべながら学校名の決め方を決めるみたいな感じにな

るでしょうね。切り離しては考えられないですね。

委員 そうすると、やはり片方を決めてではなくて、一緒の方がどうなのかなと思い

ます。私個人の意見ですけれども。

会長 今日は決め方を決めるので、実際に決め方が決まって、決めるときには両方を

思い浮かべながら意見を言うようになるでしょうね。

他にいかがでしょうか。

委員 小学校、中学校、両方ともお手紙を出すと思いますが、お手紙を出すときの学

校名というのは学園名なのですか。

会長 学園名になるでしょうね。

委員 学園名の小学校部みたいな感じですね。やっぱり学校名は出てこないですね。

会長 はい。他にいかがでしょうか。

委員 遠慮されている大先輩方の意見をちょっと酌みながら申し上げますと、やはり

新泉小の卒業生、ここにいらっしゃるご年配の皆さんはみんな先輩ですし、そう

いう情緒的な面では「新泉」という名前が何かの形で残ったら良いと思っている

ので、決め方の順番はどちらでも良いと思います。ただ、「何とか学園」のほう

に「新泉学園」と、例えばですよ。どこかについていれば良いなと。順番はどっ

ちでも良いというのが多分こちら側に座っている人たちの考えかなと思います。

逆に言うと、戦略的にどういう決め方にしたら「新泉」が入るかなと思って、ま

だ腹は決まっていないのですけれども。

いろんな公的な文書に載るということを考えると、会長がおっしゃったよう

に、どちらの使用頻度が高いかと考えて、先程の意見のように、全部公募にして

しまうと、地域のみんなで考えた、卒業生が考えたという重みを考えると、一番

使われそうなものを地域の人たちで考えて、後はせっかく選ばれた委員がいるわ

けですから、協議会で検討することにしたらどうかなと思います。

会長 他にいかがですか。

委員 私は新泉に入学したのですが、卒業はしていないのです。転校してしまったの

です。そういう意味では、少し「新泉」という名前に思い入れがないのかもしれ

ません。私は新泉に何年か通っていたのですが、今の新泉の校舎がある土地にや

はり「新泉」という名前を残したいなという気はあります。行政があそこの土地
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を今後どうするかというのもあるのですが、記念碑を立てるとか、もしくは公共

の施設をつくって、新泉区民館とか、区民センターとか、そういう名前を残した

ほうが私は現実的ではないのかなと考えています。

学校名に関しては、新泉小学校も和泉小学校も両方とも一たん閉校するという

形になりますよね。新たな学校ができるということで、そこの名前は新たな名前

を付けても良いと考えています。それから、和泉中学校はそのままということで

すよね。ということは、和泉中学校の名称を変えるのは、小中一貫校になるので

タイミングとしてはあるのかもしれませんが、今までの歴史が継承されるので、

そこで名前を変えるのは余り好ましくはないのかなと思います。ちょっと個人

的な意見を述べさせていただきました。

会長 随分踏み込んだ話になっていますが、決め方を決める部分なので、一緒にして

くださいというのも進行する上でやりにくいので、学校名か学園名かどちらか先

に、このア、イ、ウを決めていければ良いかなと思います。そうすると、今のよ

うなことも関係してくると思います。学園名にこういうのを残したいということ

であれば、学園名は広くいろいろなことを考えてやりましょうという考え方もあ

るし、学校名に地名なり旧学校名をきちっと残したいということであれば、余り

外に諮らなくても協議会で決められる部分もあると思います。

いずれにしましても、同じ思惑で話をしなければいけないので、であるならば、

通称名ももちろん大事ですけれども、条例上に残る学校名を先の方が分かりやす

いのかなと思いますが、いかがでしょうか。

では、学校名のほうから先に、ア、イ、ウをどうするのかということを決めて

いきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

委員 それはどうやって決めるのですか。この全員の中で多数決ですか

会長 今日、ご意見をいただいて、決められなければまた次回でも構わないのですが、

ある程度の一致があれば決められることだと思います。

委員 小学校が形として２つが１つになって、和泉中学校はそのまま残るとした場合

に、和泉中学校の名前を変えるのか、あるいは残すのかというところで違うと思

います。最初から名前をどうしましょうというと、和泉中学校の名前も変えると

いう前提で考える必要があるかなと感じます。小学校だけの名前を考えるのか、

中学校も考えるのか、中学校は残すのか、その辺の選択肢については決まってい

るのでしょうか。

会長 小中は分けた方が良いのでしょうか。基本的には、これまでの意見では中学校

名はそのまま残すという考え方ができていると思います。

委員 そのように私も理解をしていますが、その場合は小学校の名前を決めるという

ことになって、そして学園名がある、中学校はそのままですよねという確認で良

いのでしょうか。何を対象に名前をつけるかを考えておかないといけないのかな

と思います。

会長 そうですね。
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委員 済みません。仕事で中座しますので、意見だけ言いっ放しで帰らせてもらうの

ですが、方向としては和泉中学校というのは残りそうかなと思いますので、地域

の皆さんには学園名を公募して、小中のそれぞれの名前はこの中で決めれば良い

のかなと思います。

会長 そうすると、学校名についてはアの段階の選択が「無」で、Ⅰ案ということで

すね。

先程、確認事項がありましたが、中学校名に関してはそのまま残すということ

ですが、よろしいですか。

（異議なし）

では、今、意見がありましたように、このア、イ、ウあたりを、ご意見をいた

だきたいと思います。どうでしょうか。

委員 なるべく地元の方のご意見も聞けるような形が良いと思います。

会長 そうすると、アはどちらですか。校名（案）をどこかに提示して意見を求める

かどうか。

委員 最初のアから始めるかどうかではないのですか。

会長 アが「無」ということでⅠ案ということですか。

委員 いえ、募集をするのです。

会長 学校名を募集するのですね。アのところが「有」ということですね。

委員 「無」ということは考えられないと思うので、「有」です。

委員 スタートは学校名から決めるということですね。前提は、和泉中はそのままだ

ろうと。そうすると、今の話し合いは新泉と和泉を統合した名前を提示するとい

うことですか。個人的には無理でしょうと今話していました。地域に振られても

困っちゃうねということなので、要するに提示というのは、協議会であらかじめ

何パターンか出したものをチョイスしてもらうということですかね。

会長 それがイのところの「有」になるのです。「校名（案）提示」が「有」になる

のです。

委員 提示した上でチョイスしてもらうということですね。それなら何とかとなるか

もしれません。参加型になりますよね。ただ、案を提示じゃなくて、何か提案し

てくださいというのはかなり難しいと思います。

会長 それだと、イのところが「無」なりますね。

新しい学校づ

くり係長

今おっしゃっているのは、アで「有」で、校名を複数この中で決めて、それで

地域にお聞きするということになります。そうしますと、アもイも「有」という

形ですね。

学校支援課長 Ⅳ案かⅤ案ということになりますね。

委員 であれば、むしろ地域参加型でみんながこっちを向いてくれるので、逆に良い

かななんて思いました。一方通行じゃなくて、地域と双方向というのは大事かな

と思いました。
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会長 わかりました。そうすると、イまで「有」ということになりますね。

委員 例えば学校名を提示して回収すると、学園名も同じようなパターンになる可能

性もありますね。同じ過程を踏む可能性があるということですよね。そうすると、

ごちゃごちゃして、学園名を決めているのか学校名を決めているのか分からなく

なってしまう可能性があります。

委員 先程、他の委員の意見の中で、学校名は協議会で決めて、学園名を地域にとい

う、私もそれが良いかなと思って聞いていたのですが、これだと何か一緒になっ

てきちゃっていますね。多分、学校名を決めるだけでも、協議会でもかなりもめ

ると思います。それを地域に提示しても、収拾がつかなくなることはもう目に見

えているので、やはり学校名は協議会で決めて、学園名を公募という形が一番ス

ムーズではないでしょうか。

委員 この間アンケートをとったから、その中に一応具体的な名前が入っているわけ

でしょう。それを整理すれば、輪郭が出るのではないですか。

会長 整理しますと、選択が全て「有」で公募をかけて、通学区域か選出母体の範囲

内で、４つの案がありますから意見を聞いてとやっていたら、これはまたごちゃ

ごちゃになって大変なことになるので、学校名か学園名かどちらか一方で良いだ

ろうと、意見の中では、学園名を公募して、学校名は協議会で決めましょうとい

うことになります。

委員 そう思いますが、限りある地域の人がここに出ているわけで、決まった後で

責任重大になってしまうと私は少々心配します。それで何か戦争みたいなことは

ないと思いますが。以前、私、相当前に聞いた話で、まだ神明中がなくなる話と

か、天沼小学校になる前のとき、区の方針としては、２校の小学校が１つになり

ますから、両方の名前がなくなるという話を聞いていたのです。今それが断ち切

れて、両方、新泉和泉にするだの、和泉小学校にするだの、和泉中学校は残るだ

ろうという話が普通になってきていますが、何か以前に聞いた話で、両方をなく

して新しい名前にするという話を教育委員会から聞いていたのです。それがどう

しても拭えない。

ですが、いずみ学園という平仮名が良いよという話も前にあったりして、まる

で違う、さっきの「いずみの森」とか、住所でもちょっと住んでみたいなと思う

ような名称じゃないですか。そういう名称にも憧れるなと言ったら、じゃ、それ

は杉並のどこにあるのと思われたときに、やはり地名が入っていると良いよと

誰かに言われて、それもそうだなと。和泉の地に全然違うような名前をつけても、

それはよほどのことじゃないと覚えてくれない。まあ、一度覚えたらここにある

というのは忘れないと思うのですが。そう思うと、やはりこの和泉の地にあると

いうことで、和泉の名前がつくと良いのかなと思います。

学園名はそれでいいと思います。平仮名にしたり遊びの部分があって、皆さん

が呼びやすい学園名が良いと思います。学校名になると、決めたほうが決まりや

すいのですが、地域の大多数の方たち、協議会に出たくても出られない人たちが
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いて、私たちのように出なくてはいけない立場の人と、そういうのが気になりま

す。この１年、責任重大だなと。校長先生たちは後で代わる委員ですですが、私

たちはずっと地域に住んでいますから。

委員 でも、それを学園名とかを募集してフォローするというのは駄目ですかね。

委員 そうなのですけどね。ちょっと今言いたいことを言いました。（笑）

会長 他にご意見はありませんか。

委員 私は以前に杉五と若杉の統合の検討委員会を何回か拝見しましたが、とにかく

ここの学校もそうなのですが、校章だの、何だかんだと決めることは山のように

あるわけです。だから、一つ一つ、できるだけ決められるものはどんどん進行し

ていかないといけないかなということがあって、確かに責任重大ですが、一応地

域の代表として参加しているので、その辺は私たち協議会のメンバーにある程

度、任せていただくというのも１つの策かなと思います。

やはり全てお伺いというのもかなり難しいと思うので、学校名に関してはでき

るだけ協議会で決めて、学園名を募集ということで。じっくり時間をかけて決め

ることももちろん大切ですけれども、名前をある程度早く決めて、新しい学園名

はこうなりましたということを打ち出したほうが何かイメージがわくような気

がします。ぎりぎりになって校名が決まるよりは。２７年度開校の学校は何とか

学園、何々学校ですとはっきりしている方が、多分地域の人間もそうですし、私

たちもイメージが沸きやすいので、そういう意味では他のことも決めなくてはい

けないということも踏まえて考えていかなくてはいけないかなと思うので、ここ

の会議の中で決められることは決めていった方が良いかなと思います。

委員 こういうネーミングは情緒レベルでの解決はできないのです。堂々めぐりで、

どうにもならないわけでね。新泉小学校といったって、最初は大宮小学校の分校

の和泉分教場と言ったのは、東京府のもとに神田に和泉という町があって、和泉

小学校を先に名乗ってしまったから、おまえのところはだめだと。そんなような

ことで、しようがないから「新泉」という名前をつけたわけです。そう名前をつ

けられてしまうと、８０年の伝統の重みで、なかなか情緒レベルでは解決できな

いからそうなるわけです。

大体、日大鶴ヶ丘だって、和泉には鶴ヶ丘なんて全然ないのですが、名前なん

てああいうふうにネーミングすれば通っちゃうわけです。だから、こういうもの

はみんなで分かりやすい、通りやすい名前を決めれば、ずっと何年か経てばその

名前が伝統になってくるわけです。新泉という学校は８０年の重みがあって、大

きな残像が残ってしまっているからどうにもならないので、情緒レベルのことが

どうしても吹っ切れないと思うのです。もう少し理屈だけで、要するに、本当な

ら「和泉小学校」だったのを「新泉小学校」に変えられちゃったわけです。

そんな意味で、名前を細かくすれば、あそこらは谷戸小学校でもいいし、中山

谷小学校でもいいし、和泉には字（あざ）がいっぱいあったわけで、その字で新

泉のあたりを中山谷と言うのかな。和田堀内村大字和泉の中山谷とかに変わった
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っていいわけで、そういうふうに何か名前をつければみんな納得できるわけです

ね。だから、ネーミングというのは、一度決まれば「ああ、そうか」と情緒的に

ストンと落ちる、私はそう考えています。学園名も学校名も簡単明瞭な名称が良

いと思う。私は新泉を出ているから、その８０年を引きずっているわけですよ。

だから、なかなか思い切りができないのですが、吹っ切ってしまえば別にどう

ってことはない。

委員 折角ですから一言だけ感想を言わせていただきますと、小中一貫校の教育のあ

り方というのは、結局、地域に立脚したコミュニティスクールといったことで、

小中一貫校そのものが地域というイメージをはっきり出す学校になるわけです

から、その決め方に違和感があって不満が残ると、それはまずいと思います。ど

ちらかというと他の委員からありました意見に近いのですが、学園名は公募して

できるだけ早く決める。コミュニティスクールというのは地域の話ですから、公

募して学園名を決めて、地域がみんな参画して早く決めて、そのイメージをつく

って、そして校名はここで決めるというような考え方です。

会長 他に決め方について、いかがでしょうか。

委員 決めてしまえば簡単なのですが、後々引くでしょうからね

会長 この協議会で決めたときに外でどうなのかということは重い話ですからね。

委員 それも覚悟の上で決めるしかないのではないですか。これだけ人がいるのだか

ら、いろんな意見があって、みんな OKなんていうことはないでしょう。それは
気にしていたらしょうがない。

委員 全く大胆な意見なのですが、名前を残して付けるのか、あるいは全く残さない

のかということを決めてやるというのも１つじゃないですか。残したいのだった

ら、あくまでも残す方向で双方に違和感がない名前に決めるか、あるいは一切残

さない方向で全く新しい学校名を決めるかという方法もあるのではないかなと

思います。そうすると、すっきりしますよね。

委員 でも、和泉中は残っていて、小学校だけ全く新しいと、またそこのところであ

れじゃないですか。

会長 そうなったら和泉中も残さないのです。学園名を全く新しいのにすれば、小学

校も中学校も今の３校は全部廃校にして、小も中も全く新しい学園名に統一して

しまうという考え方もありますね。

私は初めにこの提案をしたのは、新泉小学校が和泉小と一緒になって新泉の場

所が変わるわけですから、「新泉」という名前をどこかに残したいというのを酌

んで、初めに話をしたのです。ですから、それが前提になっているので、今そこ

が崩れてくると、また初めからやり直しになってしまう。

委員 もしそこを議論するなら、地域の人の意見を聞くときにそこも聞いたら良いの

ではないですか。そういうふうにするかどうかということも聞かないと。

会長 でも、私も先程の意見と同様に、全て新しい学校名にするというような考え方

もあるのですが、それは皆さんの中にはそれほど多くあるのですか。
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委員 多分、新泉のほうが歴史も長いし、名前に関して思い入れが強いなという感じ

が正直しています。比較的和泉ではそんなに拘っていないようです。私は、新泉

の方たちが本当に「新泉」という名前を残したいのだったら、新泉学園和泉小学

校、和泉中学校でも良いぐらいです。

委員 何で「新泉」に拘っているかというと、新泉の校舎が移転してなくなってしま

うので、全てが無くなってしまうということなのです。

委員 新泉学園という名前が残れば良いわけですよね。

委員 でも、和泉小も校舎はなくなりますよね。

委員 いえいえ、校庭は残りますから。

委員 学園名で新泉学園と付けて、和泉中はそのまま残すのであれば、和泉小、和泉

中とつけるのが自然かなと思いす。そういう意味では和泉小にしても和泉中にし

ても名前が残って、新泉学園という通称名で「新泉」が残るのですから。

委員 もしそうなったら、新泉は嬉しいと思います。

委員 それならその方向でも良いし、今私が言ったのは、全部を一緒にして名前を決

めようというとごちゃごちゃするから、どうするかという分け方を例えて言った

だけで、やはり名前を残したいのであれば全く新しいということは捨てて、でき

るだけ地元の名前を残す方向で良いのではないでしょうか。

会長 その残し方のことなのですよね。要するに学園名で残すのか、学校名で残すの

かという、どこで残すのかということですよね。

委員 協議会があるので、こちらで提案して、いかがですかと聞く形が一番良いので

はないかと思います。一般的な父兄は、そろそろ名前が決まるのかなぐらいの感

じでいます。要するに、協議会で詰めているので、決まるのだろうな、それが提

示されるのだろうなと思っているので、逆にこういう候補がありますよ、こうい

うふうにしたいのですよと提示すれば、だったらそれで良いのではないかと乗っ

てくると思うので、やはりある程度の案を提示してみることでよいと思います。

委員 地域に住んでいる卒業生がすごく悲しい、寂しい思いをしているのです。そこ

をやはり酌まないといけないかなというのを、すごく私たちは住んでいて感じま

す。

委員 その酌んだ意見を、今ここで出したものも幾つか提示したらわかりやすいのか

なと思います。

委員 結局、もう一回決め方を決めるというのに戻らなければいけないから戻しま

が、地域から意見募集をまず「有」か「無」をしっかりここで決めていかないと

スタートできませんよね。もし「無」だとしたら、さっきまで話に出ていたのは、

学校名からスタートで「無」と言っていたのですが、それもまだ未定ということ

ですね。

会長 はい、それもまだです。今までの話だと難しいですね。

委員 卒業生の話は、息子が新泉の同窓会名簿の委員として係わり出して、みんなの

所在がつかまらないので、どうするかというと、今フェイスブックがすごいで
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しょう。フェイスブックで彼らの写真を見て今驚いているところなのですが、結

構バーッと分かるんですね。うわさが飛び交っているのは、「新泉が無くなっち

ゃうんだってね」みたいなノリで、みんなそんな感じなんですよ。

それが頭にあるものだから、卒業生は新しい学校ができると、そこで止まって

しまう。意外と彼らはドライなんですね。むしろ私のほうが情緒的に、「折角い

たのに跡形もなく」みたいな感じはあるのでが、彼らは意外とドライで、「無く

なっちゃうんだって。全く新しいのができるんだって」ということでパーッと広

がっている状況を考えたときに、学校名はどうかなといろいろ思ったりしたので

すが、そうは言いながらも、やはり名前が残っていると嬉しいだろうなと。個人

的には学校名は変えない、学園名で「新泉」がつくのが良いのではないかと思い

ました。

委員 私は学校名に関しては本当に何の思い入れも無いといったらすごく非難を浴

びるかもしれませんが、とにかく新しい学校のイメージを大事にしたいというの

と、名前だけにこだわらないで、もっと中身を考えなくてはいけないわけで、そ

こで足踏みすることはないと思うのです。

そういった意味で、和泉小と和泉中学校という名前が残って、新泉学園という

名前が残って、両方に良ければ、私は本当にそれで拍手したいぐらいの気持ちな

のです。だから、残すなら残すで、そういう方向で、ある程度を協議会で決まっ

たものを地域に「決まりました」でも良いですし、「どうですか」という提示し

ても良いです。ゼロから地域に募るのではなくて、協議会である程度固めたもの

を地域にこうなりましたと公表するほうが一番自然かなと思い、そういった意味

で、新泉学園で和泉小学校、和泉中学校という形で残るのであれば、どちらにと

ってもベストだし、私は違和感がないと思うのです。

委員 新しい校名をバーンとつけたいというイメージを持っていらっしゃる方も多

分あると思います。リニューアルした名前です。つまり、それじゃ余りかわりば

えしないじゃないかと思う人もいるし、そこら辺がちょっとデリケートですよ

ね。

委員 まだ余り具体的に出さないほうが良いかなと思ったのですが、もう一つはやは

り「新泉」は残したいなというのは痛烈にあって、学校名の中で新泉和泉小学校

というのを残して、和泉中は和泉中で残して、それで学園名は全然別の新たなも

のを、作るというのも一つなのかなというイメージもあります。どこかに「新泉」

は残したいなというのはあります。

会長 そうすると、学園名と学校名をセットでもう挙げてもらってしまって、その中

から幾つか候補を選んで、この中で決めるか、あるいは公募で通学区域や選出母

体に投げかけてご意見をいただくという感じが進めやすいのですかね。どちら

をどう決めるとかよりも。ということは、学園名も学校名もある程度の原案を協

議会で考える。それから先をどうするかは、またその次に議論をすれば良いかも

しれません。いかがですか。
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学校支援課長 今の議論を聞いていると、まず、先程の意見でありましたように、学園名は新

泉学園で和泉小学校、和泉中学校という案と、新泉和泉小学校と和泉中学校で、

学園名はまた皆さんから公募していくという案に集約されてきたのかなと思う

のですが。

委員 それを今日は決めなくても、次回にどっちが良いか、また違う案があるかとい

うことを皆さんが持ち帰ったらどうですか。

会長 アンケートの中には学園名もはっきり言っていて、杉並和泉学園とかいうのも

ありますよね。

委員 杉並和泉学園だと、新泉和泉小、和泉中ですね。

委員 全然違和感はないのではないですか。だれからも不満はないと思います。

会長 じゃ、その３つぐらいですか。

委員 杉並和泉学園ってインターネットで検索すると何処かにあったような。

会長 それは和泉学園です。「杉並」をつければないです。和泉だけというのはいっぱ

いあります。良い名前ですからね。

どうでしょうか。そのセットを事務局に出してもらうか、協議会で言ってもら

うかなんですけれども、協議会だとなかなか言いにくいというのもあるかもしれ

ませんよね。

新しい学校づ

くり係長

前回のアンケートをとったときに、学園名も学校名も皆さんからこういうのが

良いと出ています。杉並和泉学園とか新泉和泉学園とか。そういうものからセッ

トで討論していくというやり方が良いのかなという感じがします。もう具体的な

名称は１回出していただいているので、その中から組み合わせをどうするという

話をしていただいたらいかがかなと思います。

会長 前回の資料を持ってこなかったのですが、まず、学園名は新泉学園、杉並和泉

学園、それから和泉だけもありましたよね。

新しい学校づ

くり係長

他には新和泉学園とか。それから、１つだけの単独意見というのもあります。

杉並和泉学園、新泉和泉学園、新和泉学園、和泉学園というのが複数意見で、単

独意見で、新和学園、和泉青葉学園、曙学園、和泉○○学園とあります。そうす

ると、複数意見の４つぐらいと新泉学園ですね。新泉学園というのはアンケート

の中には出ていませんが。

学校支援課長 その５つぐらいの組み合わせにあえて絞って議論したほうが良いかもしれま

せんね。

新しい学校づ

くり係長

あと、校名も幾つかあるわけじゃないですか。それを提示しておいて、どの組

み合わせでいくかとやったらどうでしょうか。

会長 その方が良いですね。でも、１つに絞るのはなかなか難しいかもしれませんか

ら、幾つか絞れるなら絞る。それは資料ですと「有」「有」「有」と、ウの段階ま

で来るのでしょうか。区内全域で募集するのかどうかですけれども、結局、名前

を残すかどうかということになると地域の話になってくるので、Ⅴ案になるので

しょうかね。学校名と学園名はセットで、Ⅴ案で考えていくということでよろし
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いでしょうか。いかがでしょうか。

委員 きょうの意見を資料４－２の形で事務局でまとめていただいて、今、会長が言

った内容でやっていただくと、皆さん理解できるのではないですか。

学校支援課長 資料４－２のようにですね。では、今５つぐらい出たのを事務局でセットにし

て、次回お示しさせていただきたいと思います。

会長 それでは、そういうことで次回は進めるということでよろしいでしょうか。何

かこの際というのはないでしょうか。大丈夫ですか。よろしいですか。

（異議なし）

では、そのようにさせていただきますので、よろしくお願いいたします。事務

局で、次回その資料をお願いいたします。

それでは、とりあえず今日の議案はそこまででよろしいでしょうか。他に、事

務局で特に何かございましたらお願いいたします。

計画調整担当

係長

３月に行いました第１３回の協議会の会議要旨につきまして、出席委員の方々

にお送りして、修正がないかどうかお諮りしていたのですが、特に修正等のご連

絡はございませんでしたので、来月にはホームページに掲載をさせていただきま

す。

それから、次回、第１５回の協議会ですが、７月下旬あたりでよろしいでし

ょうか。会場は３校で持ち回りですと、次は和泉中学校になります。

会長 大丈夫です。

計画調整担当

係長

では、日程等を調整させていただいて、決まり次第ご連絡申し上げます。

会長 そうすると、次回は事務局が資料をつくってきてくださるので、それに基づい

てご意見をいただいて、提示案を何本かに絞る。絞りきれないということはまず

はないと思います。ある程度、絞るということになって、そこでご意見はいただ

くようになると思いますので、よろしくお願いします。

では、今日予定しているのは以上ですが、よろしいでしょうか。

（なし）

今日はどうもありがとうございました。これで終わりたいと思います。


