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第 15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 15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７月 26日（木）午前 10時～11時 45分

場 所 和泉中学校 視聴覚室

出 席 者 協議会委員 26名（欠席４名）

区 関 係 者 学校支援課長、関係職員

次 第
１ 学園名・小中学校名の選定について

２ その他

資 料

（資料1） 学園名・小中学校名の選定について

（資料2） 学園名・小中学校名の組合せ案について

参考資料 学園名・小中学校名の選定方法について（前回資料）
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会長 それでは、第 15 回新泉・和泉地区小中一貫教育校設置協議会を開催いたし

ます。

本日の欠席のご連絡は、３名の委員から承っています。未だいらっしゃって

いない方、若干遅れているのかと思います。よろしくお願いします。

それでは、きょうの協議会の予定、配付資料の確認を事務局からお願いいた

します。

計画調整担当

係長

それでは、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、それから、資料１としまして「学園名・小中学

校名の選定について」、資料２が「学園名・小中学校の組合せ案について」、こ

れは両面刷りです。参考資料としまして、前回の協議会の資料になりますが、

「学園名・小中学校名の選定方法について」、こちらも両面刷りのものです。

それから、ニュースレターの vol.１３を配付しております。よろしいでしょう

か。

それでは、本日の協議会の予定ですが、前回に引き続きまして、学園名・小

中学校名の選定につきましてご議論いただきます。

３点ほどありますが、まず初めに、前回の検討結果についてと今回の協議会

の検討内容を少し整理したので確認していただきます。次に、学園名と小中学

校名の組合せ案の検討をしていただき、最後に、地域からの意見募集の検討と

応募結果からの選定の確認の順で検討をお願いしたいと思いますので、よろし

くお願いします。

会長 今日は非常に大事なものが３つありますので、よろしくお願いします。

まず、１つ目の前回の検討結果と今回の協議会の検討内容について、事務局

からご説明をよろしくお願いします。

計画調整担当

係長

それでは、参考資料をご覧いただきたいと思います。

こちらは第 14 回の協議会の資料ですが、この資料で、２「校名の選定」に

フローチャートのような図が書かれております。前回の検討内容から、アの段

階、地域から意見を募集するかどうかは「有」、イの段階も「有」、ウの段階も

「有」、最終的に一番右側のところに二重丸を付してあります「Ⅴ案」で決定

をいただいております。

また、学園名と学校名のバランスを考えると、学園名と小中学校名は組み合

わせて、地域からの意見を募集するということでご決定をいただいておりま

す。

本日の流れですが、資料１の１「選定の流れ」の①から③について検討いた

だきます。まず、①「協議会で学園名・小中学校名の組合せ案を選出」する。

参考資料ではイの段階になります。続いて、②「選出した組合せ案に関して地

域から意見を募集」する。参考資料ではエの段階になります。それから、③「応

募結果を参考に、協議会にて組合せ案を選定」、オの段階になります 本日は

こういう流れでご議論いただきたいと思います。前回の検討結果と今回の協議
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会の検討の流れにつきましては以上でございます。

会長 参考資料にあるように、前回検討して、こういうふうに決まっているという

ことの説明がありましたけれども、何かご質問はありますでしょうか。

（なし）

そうしますと、この後、組合せについて事務局から説明していただいて、そ

れをこの中でもむというとても大きな作業が待っています。そういう流れです

が、よろしいでしょうか。ご質問等、ございませんでしょうか。

（なし）

それでは、学園名・小中学校名の組合せ案について、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

それでは、資料２「学園名・小中学校名の組合せ案について」をご説明申し

上げます。

１「学園名・小中学校名に関する協議会での主な意見」で、これまでの協議

会での意見をまとめさせていただきました。（１）が、協議会委員によるアン

ケート結果をもとに学園名・小中学校名を検討する。（２）「和泉学園」「いず

み学園」は、他地域において既に存在するため重複は避ける。（３）学園名若

しくは小学校名に「新泉」の名を残す。（４）学園名若しくは小学校名に地域

名としての「和泉」を入れる。最後の（５）ですが、中学校名は、現存の「和

泉中学校」を使用する。以上でございます。

資料２の裏面には、前々回の協議会で委員の皆さんから、学園名、小学校名、

中学校名を募集したときのアンケート結果についてまとめてございます。こち

らのアンケート結果と先ほどの協議会での主な意見を踏まえて、学園名・小中

学校名の組合せにつきまして、２に記載しているアからオの５つの組み合わせ

に絞っています。

１つ目、アの案は、学園名が「杉並和泉学園」、小学校名が「新泉和泉小学

校」、中学校名が「和泉中学校」になります。なお、学園名につきましては３

つ、「杉並和泉学園」「新泉和泉学園」「新和泉学園」です。小学校名につきま

しても３つ、「新泉和泉小学校」、「和泉小学校」、「新和泉小学校」、中学校名は

先ほどご説明申し上げたとおり、「和泉中学校」です。協議会での主な意見の

それぞれの条件に基づき、アからオの５案をご提案させていただきました。

なお、前回の協議会で「新泉学園」という名称が出ていましたが、１つの例

としてご提案いただいたということで、５つの案には「新泉学園」は含んでお

りません。

学園名と小中学校名の組合せ案につきましては以上でございます。

会長 今、事務局から説明がありました。第 13 回の協議会でアンケートの結果が

出ました。３月 27 日だったと思いますけれども、そのアンケートの結果をも

とにまとめたものであるということです。それから、これまでの協議会での意

見で、地名を残したほうがいいとか、「新泉」の名を残すとか、ここに書いて

あるような意見か出てきたので、それをつけ加えて案としたのが、アからオの
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案ということです。

これについて何かご質問等、ございますでしょうか。

委員 ５つの組合せ案を出していただいていますが、まだこれにプラスする余地は

ありますか。

会長 もちろんです。これはアンケート時点での話ですから、もし今日これも付け

加えたいということで皆さんのご了承を得られるということであれば、それは

可能だと思います。ここの協議会で出てくるのであれば、それでよろしいです

よね。他にいかがでしょうか。事務局の説明に対する質問ということですけれ

ども。

では、事務局の説明に対してはよろしいですか。こういう趣旨でこういう形

でつくりましたということで。

（なし）

では、組合せ案につきまして、まず付け加えるかどうかのご意見をいただき、

次に絞り込むということで進めますが、もし他にこういったことも検討した方

が良いという意見がありましたらお願いいたします。

委員 小学校が、「新泉和泉小学校」というと、校歌にしたときにどうやって歌う

のかな、長いなと思ったりします。また、「和泉小学校」という案も出ている

ので、もし案を出すなら「新泉小学校」という校名も選択肢の中に入れてほし

いと思います。

会長 そうすると、具体的に教えてください。資料は学園名を中心に書いているの

で、「杉並和泉学園」では「新泉和泉小学校」しか小学校名はないのです。こ

こに「新泉小学校」を入れる必要はあるのでしょうか、ないのでしょうか。そ

れとも「和泉小学校」があるところにもう一つ「新泉小学校」を入れるという

ことでいいのですか。

委員 私の個人的な提案なのですけれども。

会長 具体的に言ってくれないとわからないので。

委員 個人的な意見を述べても大丈夫なのですか。

会長 こういうのを追加したいということで。

学校支援課長 今のご提案は、小学校名の候補として「新泉小学校」ということですよね。

その場合、「学園名」は何になるのでしょうか。

委員 私は「杉並和泉学園」がいいなと思いました。

会長 では、学園名が「杉並和泉学園」で、小学校名が「新泉小学校」、中学校名

は「和泉中学校」、これをつけ加えたいということですね。

他にございませんでしょうか。

委員 「和泉中学校」が変わらないのはもう決定ですか。

会長 一応これまでの議論の中では、設置条例上の中学校名は「和泉中学校」でい

いのではないかという議論だったと思います。
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委員 和泉小でアンケートを保護者対象に行いました。そうしますと、和泉中学校

が和泉中学校のままなら、和泉小学校もそのままで良いという意見が結構多か

ったんですね。個人的な意見を押し出しているようでちょっと申し訳ないの

で、「杉並和泉学園」であるならば、「杉並和泉学園小学校」、「杉並和泉学園中

学校」とそろえるという案は入れていただけませんか。

会長 もう一つ出てきました。「杉並和泉学園」、「杉並和泉学園小学校」、「杉並和

泉学園中学校」。

委員 長過ぎない。

委員 正式名称では「杉並」を取ってもいいです。「和泉学園小学校」、「和泉学園

中学校」でもいいのですが、小中で名前を一緒にしないと、一貫になる意味が

ないという意見が出ております。

会長 これはどうなのですかね。今まで何とか学園小学部とか、何とか学園中学部

というのを使っているところがありますけれども、それの正式名称はどうなっ

ているんですかね。

計画調整担当

係長

例えば、学園名が「杉並和泉学園」ですと、「杉並和泉学園小学校」が正式

名称ということになります

会長 ２つ意見が出てきましたけれども、他にございますでしょうか。

委員 新たに言っていいなら、私は「新泉」にこだわっておりますので、「新和泉

学園」を小中に合わせるというのもあるかなと思います。同じという並びだっ

たら、「新泉」の「新」を残したい。本当は「新泉」で残してほしいのですけ

れどもね。「杉並」がついても、「新泉」のイメージはなくなってしまいますね。

「杉並」がつくというのは、区外に知らしめるためのということになるので

しょうか。

委員 私は、ある程度この絞り込んだ中で考えていくのがスムーズかなと思いま

す。やはり新泉の方は新泉の名前を残したいし、私はここの中で見て一番す

っきりするのは、「新泉和泉学園」という学園名で「新泉」を残して、そして、

従来どおりの「和泉小学校」、「和泉中学校」ということです。余り長くなると、

何となくイメージ的にどうかと。新しい学校だから、長い、短いは関係ないの

かもしれませんが、やはり地域の学校として、確かに新しく生まれ変わるわけ

ですが、「和泉中学校」がそのまま残るのであれば、それと同じに「和泉小学

校」が小中一貫校という意味では自然かなと思います。

ですので、「新泉和泉学園」という学園名で「新泉」を残すのであれば、「和

泉小学校」、「和泉中学校」でいいかなと思います。２つをくっ付けた名前とか

は、学園名は構いませんが、小学校名、中学校名のときに長くなるのはいかが

なものかなという私の個人的な意見です。アからオの中ではこれが一番スマー

トかなと思います。

会長 今の意見は、イがいいんじゃないかというのと、その前に言っていたのは、

新たにつけ加える必要はないという意見ですか。
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委員 どうしてもというのであれば提案されるのはいいと思いますが、私はある程

度絞り込んだ中で決めていくのがスムーズかなと思います。

会長 まず、他につけ加えはもうないでしょうか。これも入れてほしいというのは。

それをとりあえず出しておきませんと。

委員 この選出した組合せ案に対して地域から意見を集めるということであれば、

小学校名が「和泉」と「新泉」があるのと学園名、私は和泉中学は和泉中学で

いいと思っていますので、その組合せ案が出たほうが選ぶ側としては選びやす

いんじゃないかと思います。学園名については、選ぶ側としてはもしかしたら、

どれもかわりばえしないよねというよりは、ちょっと目新しいものが入ってい

て、それであえて何を残したいですかという聞き方が選ぶ側の立場としては選

びやすいかなと思います。

ですので、小学校名に新泉小と和泉小のくくりで選べるタイプと学園名、そ

うなってくると、新しい学校ですので、新しい名前を１つぐらい案として提示

しなければご理解いただけないのかなと思います。提示しましたけれども、結

局これに決まりましたならいいのですが、提示もせずに、ここの中から選んで

くださいというのだと、地域の方にご理解いただけるのかどうかちょっと気に

なりました。

会長 ここの学園名以外に新しい名前があったほうがいいということですか。そう

いうことでよろしいですか。

委員 はい、そうです。

会長 それは具体的に何かあります？

委員 前回の学園名の候補に出ているもので、「和泉青葉学園」とか、「和泉みどり

学園」だったりとか、ちょっと目新しい感じのものが１つあったほうがよろし

いかなと思います。

会長 「和泉青葉学園」、「曙学園」、「和泉みどり・さくら」とかありますが。

委員 私は、この参考資料と今の資料２と見比べていまして、ここの中で今までい

ろんな案が出て、アンケートをして、事務局で大体このアからオの組み合わせ

をつくっていただいたのだなと理解しています。この中では一応こんなような

意見が出ていますけれども、別の欄で、また今度はこれを公募にかけるわけで

しょう。

学校支援課長 募集というか、幾つかに絞っていただいたものを地域の方にお示しして、意

見を聞くわけですね。

委員 ある程度こういう案が出ていますということで、その他の欄として、皆様方

で何かいい案があったらということで募集して、それを全部ひっくるめて最終

的にここで決めていくというのではいけないのですか。私はそういうふうに理

解しています。

新しい学校づ

くり係長

公募ということでは前回なかったと思うので、組み合わせを提示して、そこ

から選ぶという感じのほうがいいかなと。
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学校支援課長 この協議会で幾つか候補を皆さんに絞っていただいて、それをお示しして。

委員 私は以前から、広いところから皆さんの意見を。やっぱりここですと、ある

程度固まったものがきっとあると思うのです。広く募集をかけると、全然違う

発想も出てくると思うのです。そこから絞りながら協議会で決めていけばいい

のかなと私は理解していたのですが、協議会で全部選んでいただくわけです

か。

会長 はい。前回の協議会で検討して決めたのは、公募をかけて何か話を聞きま

しょうではなくて、こちらである程度案を示して、その中から意見を聞きま

しょうということです。

委員 別枠の欄をつけると、ここでは考えられないような名前も出てくるのかな

と。先程、他の委員の意見がそこに加味されるかなと思ったのです。

会長 今のところそれは、協議会の決定ということでホームページにも掲載してい

ますので、進路変更はちょっと難しい状況です。

委員 最終的に地域に投げかけるに当たって、幾つに絞り込むかということをまず

決めないと話も進みにくいと思うのです。私が個人的に考えるのは、この協議

会の中で３つぐらいに絞り込んで、その中で選択してもらったほうがいいと思

います。やはりある程度地域を代表して来ているメンバーですし、確かにいい

アイデアはあるかもしれませんけれども、全く地域にふってしまうと収拾がつ

かなくなる。そういった意味でも、ここの協議会で３つぐらいに絞り込んだも

ので投げかけるほうがいいと思います。その幾つに絞り込むかということをま

ず決めて、名前の候補を挙げていったほうがいいような気がするのですが。

会長 それをこの後やろうと思っているのですが、まず新しいもの、つけ加えたい

と言っているものを決めてしまいたいと思います。そうしないと、広がってし

まうと困りますので。

今、３つ付け加えたいという話が出てきました。また、それ以外にもう一つ、

新しい名があったほうがいいという意見ですが、今までのアンケートの結果や

協議会の中で、新しい名についての議論が多少はありましたが、これといった

皆さんが納得できるような案が特に出てきていません。これから新しい名の案

を考えるにしても、大変な労力を伴うと思います。今出てきている中でこれに

つけ加えるかどうかを決めていくことはどうかと。つまり、この中に新しい名

前をこれ以上は入れない形でいいのではないかと思うのですけれども、いかが

ですか。この後、そういう流れですすめていきたいと思いますけれども。

委員 ア、イ、ウ、エ、オというのは、これがワンセットですか。学園名はイがい

いけれども、小学校名はアとか。

会長 いえ、違います。これは組み合わせなので、アは「杉並和泉学園」、「新泉和

泉小学校」、「和泉中学校」です。

委員 としますと、アのセット、イのセットという形ですね。

会長 はい、それも含めて他にあればご意見をということです。先ほども事務局か
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ら説明しましたし、私のほうからも言いましたけれども、このアからオは、協

議会のアンケートや今までの議論を踏まえて作成しています。もし、今までの

議論以外に、こうした名が良いのではないかというのがあれば、この機会に言

っていただく、多分、こうした機会は今日で終わってしまいます。この後の絞

り込みには、まだ時間がかかってもいいと思います。

委員 決定後では、そう気にはならないのかもわからないのですけれども。来年３

月ぐらいまでに地域にも意見を求めて、それで３月決定ですよね。

計画調整担当

係長

決定が３月かどうかは分かりませんけれども。

委員 年度が変わる前にということですか。

会長 今年度中には、協議会の中で決めたいということです。

委員 今、７月ですよね。９月、１１月、１月、３月という会議がある中で、これ

が一番大事なことで、責任重大なところですから、決めたら心の荷が取れる気

がします。

会長 そうですね。先程、意見がありましたが、例えば３つに絞り込んだときに、

本当にこの３つのどれかでいいというように思ったものではないと後々困っ

てしまいます。この名ではという思いを残したまま、多分この名にはならない

だろうなと思っていたが、その名の得票数がすごく多かった、協議会で変える

ことは可能ですが、変えるなら変えるなりの理由が必要になります。地域から

意見を聞くわけですから、そこはしっかり議論をしなければいけないところだ

なと思います。

では、正式決定ではありませんが、つけ加えてほしいというのが３つ出まし

た。それも含めて、この３つをまず議論してもらったほうがいいのかな。アか

らオは今までの話の中からつくったわけですから。

今出た新しいのが３つですね。まず、「杉並和泉学園」「新泉小学校」「和泉

中学校」をこの表の中につけ加えるという意見が出ているわけですけれども、

もう今さらいいよとか、やっぱり入れたほうがいいよとか、忌憚のない意見を

お聞かせください。

委員 私は、やはり「新泉小」という選択肢は必要だと思いますので、入れたほう

がよろしいかと思います。

委員 新泉の代表として出てきている者としては、この中に「新泉小学校」という

名前が入っていないとちょっと申し訳ないというか、いろんな方に「新泉」の

名前を残してねと言われたりもしているので。

会長 単独で残ってほしいのですね。

委員 単独というわけじゃないですけれども、選択肢の中にないと、やはりちょっ

と。

会長 資料では、「新泉和泉小学校」に「新泉」という名前が入っていますよとい

うことでつくっています。単独で「新泉」という名前は入っていないけれども。



‐‐9‐

委員 きっと「和泉小学校」、「和泉中学校」という組合せ案がイとして、ただ単純

に見て、和泉小、和泉中があるのに、何で新泉小、和泉中がないんだというの

が出そうな気がするんですね。でも、和泉小のイ案は「新泉和泉学園」で「新

泉」が入っているからいいのかなと思ったりもするのですけれども、ただ、和

泉小があるのに新泉小がないというところが、新泉小代表としては何かあるか

なと思うんですね。

会長 アからオの中の小学校名に単独の新泉小がないという意味ですね。

計画調整担当

係長

アからオまでの組合せ案の考え方ですが、あくまでもアンケート結果をもと

にしています。アンケート結果では小学校名に「和泉小」はございますが、「新

泉小」はなかったので、アからオの中に入ってこなかったということです。

委員 それを見て、無かったんだというのは気付いたのですが、最近になってすご

く言われるので、どうしようと思ったりしています。

（意見として出された組合せ案）

①「杉並和泉学園」「新泉小学校」「和泉中学校」

②「杉並和泉学園」「杉並和泉学園小学校」「杉並和泉学園中学校」

③「新和泉学園」「新和泉学園小学校」「新和泉学園中学校」

会長 ①はとりあえず組合せ案の中に入れるということでよろしいですか。この後

に、組合せ案の絞込みのご意見をいただきますが、意見を言う機会をたっぷり

設けていますから、もしあったら言ってください。では、表の中に入れるとい

うことでよろしいですね。

では、次に、②はいかがでしょうか。統一名称にするということですね。

委員 「学園」が小学校にも中学校にも入ると随分長くなってしまって、学園名の

ところに「杉並和泉学園」と入るのであれば、小学校、中学校には「学園」を

取ってもいいのではないでしょうか。

会長 「杉並和泉小学校」、「杉並和泉中学校」ということですね。「学園」は括弧

にしておいたらどうですか。

委員 それは皆さんと異なるかもしれませんが、私が今思うことは、括弧は外して

もいいかなということです。

会長 それもあることはありですね。

委員 「杉並」も外していいのではないですか。

委員 果たして「杉並」というのが必要かどうか。「新泉」と「和泉」にこだわっ

ているのですから、「杉並」は無くてもいいと思います。

委員 私は、学園名の「新泉和泉学園」のところで「新泉」が入れば、そのほうが

スムーズかなとは思っているんですけれども。

会長 ②には「新泉」という名、がないということですね。（資料２）１の（３）

で「「『新泉』の名を残す」とありますが、②には入っていません。そういう考

え方でアからオはつくっているわけですけれども、入れるということは、そう

いう考え方がないのが入ってくるということです。よろしいですか。残します
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か。

特に意見はないようですが、表の中には入れるということで、また後で議論

しますか。

新しい学校づ

くり係長

でも、前回、「新泉」はどこかに残すということでした。②は「新泉」が全

然出てこなくなっちゃいますけれども、それでいいのですか。

会長 事務局が心配しちゃいますよね。

学校支援課長 （資料２）１の（３）で、学校名に「新泉」を残すという条件で組合せ案が

できていますので、②はそれから外れてしまうということです。

会長 自分がもうこれにしたいという思いがあって、そっちばかり目が行っていな

いですか。②は、（資料２）１の（３）のルールに外れます。後で議論しても

らいますか。

③も「学園」は括弧でもいいですかね。「学園」はなくても「新和泉小学校」

「新和泉中学校」。これも「新泉」がないのですけれども、いいのですか。

委員 これは「新」が入っているので、組み合わせパターンなんじゃないですかね。

「新泉」と「和泉」の組み合わせで「新和泉」というふうにはとれるかなと思

うのですけれども。

委員 でも、「和泉中学校」はそのまま残すということから外れてもいいのですか。

委員 そうですね。（資料２）１の（５）が今度引っかかりますよね。

会長 ②③が両方とも中学校名で「和泉中学校」を残すということに外れますね。

これはいろいろ意見を言ってもらわないと、絞れないですよ。ア、イ、ウ、

エ、オ、カ、キ、クまでなってしまいますから。

委員 ③は確かに中学校名が変わるというところで（５）番から外れますが、小中

一貫ということをアピールするためには小中の名前が一緒のほうがいいとい

う思いはあるので、もし変えられるのであれば、揃えるというのは意見として

ありなのではないかと思います。

会長 ②③両方ともですね。

委員 ②は「新泉」が入っていないので、（資料２）１の（３）と（５）からも外

れてしまいますが、③であれば一応「新」という文字が入っているところで、

「新泉」と「和泉」の両方を残していることにはなるかと思います。

会長 「新和泉」で「新泉」が入っているということですね。

委員 できれば小中学校名がそろっていたほうが認知度は高いのではないかと思

います。変えるよりは同じほうが。

会長 これまでにも話が出ていましたけれども、正式の学校名、設置条例上の名前

というのは、卒業証書とか、そういうところしか出てこないのです。通称で、

学園名で呼ぶのですよ。

委員 だから、一番使われるのは学園名ですね。

会長 認知度が一番高くなるのは学園名です。そうしたことを考慮して考えてもい

いのかもしれません。
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委員 ちょっと質問ですが、名称ができた暁に、校歌は学園と小学校、中学校と別々

のものですか。

会長 基本的に小中もつくると考えているのでしたっけ、学園だけでしたっけ。

委員 それはこちらで考えていいのですか。

計画調整担当

係長

今までのほかの自治体の例を見ますと、大体が学園歌という形になっていま

す。小学校の校歌が二つになりますし、和泉中学校が仮にそのままですと中学

校歌をそのまま残し、小学校歌は一つにするのか、ご議論いただくことになる

のかなというイメージでいます。今後の議題ではありますが、今のところその

ような考えでおります。

会長 いろいろ意見が出てきましたが、どうでしょうか。（資料２）１の（１）か

ら（５）という条件で、アからオの組合せ案はつくられています。それ以外の

考え方が出てきていますが、それで本当にいいのかどうかということです。あ

えて（資料２）１の条件につけ加え、小中学校名も学園名に揃えたほうがいい

のではないかという意見が出てきています。

ちょっとこれから絞り込みたいのでが、絞り込めますか。

委員 認知度がどれだけ、地域の人には成り行きがわかっているから、「新泉和泉

小学校」、そして中学校は「和泉中学校」というふうに、また学園名が全然別

なものでもわかるのでしょうが、関係ない人たちが全然違う別個のものを感じ

取ったら、説明が難しい。だけど、成り立ちがあるから、強く皆さんに説明し

ていくのか、それとも同じ名前ですぐわかるようにするかですね。これから長

い間使うものなので、やはりそこの部分も慎重に決めないといけないかなと思

います。やはり「新泉」と「和泉」というのにこだわって決めるのがいいと思

います。

会長 小学校名の残る①は「新泉」という名前があるので、それをこの欄の中に入

れていくことは可能なのでしょうが、②と③は今までの議論とちょっと視点が

違うので、それを入れていくと随分変わっていきますが、よろしいのでしょう

か。

私は先のことをいろいろ考えてしまいますが、例えば今の校歌のこと、「和

泉中学校」という名前が残っていれば、現在の和泉中学校の校歌を第２校歌で

歌えることは歌えます。ところが、「杉並和泉学園中学校」や「新和泉中学校」

になったら、もう歌えませんよね。和泉中学校の校歌に「新」を入れて歌うと

か、そこだけ「杉並和泉」にして歌えとか、できないですから。だから、ちょ

っと厳しいかなという気がするんですね。

副会長 今回、第 15 回協議会ということなので、もう昨年からずっとこれに関して
意見が大分出て、そして集約されてきていると思います。（資料２）１の（１）

から（５）まで出ているので、やはりこれまで話し合った意見の集約は大事に

すべきだと思います。そして、今日、新しい視点で出てきましたので、先ほ

ど会長がおっしゃられたように、その新しい視点を（６）として入れるかどう
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かという問題です。学園で小学校も中学校も全部同じ名称で統一したらどうか

というこの意見を（６）として入れるのであれば、②と③は生きると思います

が、そうでなければ①だけが残る、整理が必要だと思います。新しい視点を盛

り込むかどうかということですね。

委員 （資料２の１（３））主な意見の中で、「学園名若しくは小学校名に『新泉』

の名を残す」とあります。学園名か小学校名に「新泉」という名が入っていれ

ば、一応意見が尊重されたことになります。そういうことになると、ここの学

園名の中に「新泉」と１つ入れて、小学校と中学校は「新泉和泉学園和泉小学

校」、「新泉和泉学園和泉中学校」であれば、５つに集約された意見が満たされ

るのかなと感じます。

会長 ②や③は、学園名に統一するということですので、（資料２の１）（５）をな

くして（６）を入れることになります。いかがでしょう。

委員 先程、会長がおっしゃったみたいに、学園名が一番表に出てくるわけですよ

ね。それに対しては、「新泉和泉学園」とつければ全く対等と言ったらおかし

いですけれども、「新泉和泉学園」は決定にして、あと小学校と中学校の名前

を統一するかどうかというと、おおよそ決まってくると思います。新しい学校

ができるから「新」とつけるのはどうなのか。和泉中はそのまま歴史は閉じな

いで続く、「和泉中学校」は「和泉中学校」と残すわけですから、その名前は

そのまま継続して、それに合わせると、小中学校は同じ名前が一番自然かなと

思うんです。「和泉小学校」は名前が残るから、「新泉小学校」は残らないから

ということでなく、やっぱりバランス的なものと、ここの「新泉和泉学園」と

いう学園名で「新泉」という名前が残れば、地域の方たちもある程度納得して

くれるのではないかなと思います。その辺を私は強く推したいなと思っていま

す。

新しい意見も確かにありがたいですが、ずっと昨年から議論してきて、まだ

校歌を決めたり、校章を決めたり、決めることがいっぱいあるのに、名前だけ

でそんなに時間をとっていいものかなと思います。確かに大事なことですけれ

ども。前回の協議会の意見の中で、いいことをおっしゃったと思うんですけれ

ども、もう名前なんていうのは、ある程度つけて慣れてしまえばそれまでだと

いうことを、変な意味じゃなくて言ったのですね。名前にこだわることも大事

だけれども、そうじゃなくて、新しい学校というのはやはり中身で勝負じゃな

いですか。だから、もうそろそろしっかり協議会の中でこれだというのを打ち

出したほうがいいと思います。次へ次へどんどん進んでいかないと、山ほど決

めることがあるので。今日、皆さんがいる中である程度絞り込んでいく中では、

「新泉和泉学園」という学園名に関してはもう動かさないという方向で決めた

ほうが決めやすいかなと思います。

委員 そう言われるなら、ウの「新泉和泉学園」で「新泉和泉小学校」、２つが一

緒になった小学校、それで「和泉中学校」というのも一案あるかなと思いまし

た。
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会長 具体的に絞り込みの話になっていますが、その前にまず聞いておかないとい

けないのはこの②、③を案に入れるかどうかという話ですが、それは今の議論

では入れない。（１）から（５）の条件に従ってやりますよということでよろ

しいですか。

委員 そうしたら入らなくなりますね。

会長 入らないということですが、よろしいですか。

大体皆さん、うなずいているのですけれども。

委員 小中学校の名前を統一したいという意見は今まで出ていませんでしたっけ。

和泉中が残るのであれば、小学校も統一してもいいんじゃないかという話が出

ていたような気がしますが、それはないので入ってないということですか。

計画調整担当

係長

中学校名を和泉中としていますので、他の組合せでは「新泉」の名が入らな

いことになります。学校名が統一になるのはイ案のみ、１つの組合せ案しか出

てこなかったということです。

新しい学校づ

くり係長

学園名で統一というのは、確かにアンケートをちょっと見ていただくと、そ

ういう意見もあります。だけれども、数で見ますと、学園名で統一ということ

を書かれた方は、中学校、小学校、それぞれ２票ずつとなっています。

会長 よろしいですか。小学校名、中学校名というのは設置条例上の名前なので、

卒業証書とか、そういうときには出てきますが、多分、普段は小学部、中学部

という言い方になると思います。そうしないと、もう大変ですものね。例えば

「新泉和泉学園」だとすると、「新泉和泉学園和泉中学校の生徒」なんて言え

ないですからね。「新泉和泉学園」が学園名であれば、普段使うのは「新泉和

泉学園の中学部の生徒」とか、「中学校の生徒」とか、そういう話になると思

うんですね。

それでは、ここの①を加えたアからオ・プラス・カにしますか。①をカにし

てください。それを入れて絞り込みをしたいと思います。順番はイあたりにし

てもいいのでしょうが、後から加わったので。

今のところアからカまでの絞り込みの話で出ているのは、イの「新泉和泉学

園」、ウの「新泉和泉学園」ということですね。

どれがいいという絞り方もありますが、これは表の中に入れなくてもいいの

ではないかという絞り方でもいいと思います。これだけは残したいというので

絞り込めないこともありませんが。

学園名が３つありますが、まず、学園名のほうが絞り込みやすいので、この

３つでいいですか。それぞれ意見を伺えますか。今日、決めるのは難しいと思

いますので、次回もありますし、１１時 15 分位になったら、次の議題、手続
きをどうしていくのかという話をしていただき、それが決まったらもう一度戻

りたいと思います。あと１５分ぐらいこの時間に避けます。

では、アからカのことで、絞り込みに関するご意見をいただきたいと思いま

す。
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委員 イとウの意見が出ていますので、そうしますと「新泉小学校」という小学校

名が残るカの案を選択肢の１つとして入れたほうがバランスがよろしいんじ

ゃないかと思います。

会長 イ、ウ、カという意見が出ています。

委員 この３つが地域に対して一番公平な提示の仕方ですよね。ある程度協議会で

絞り込んだ形での提示の仕方としてはこの３つが一番公平で、あとはもう地域

の人たちの意見で最終的には決めるという形で。

委員 すみません。先程、自分で言った意見なのですが、カの学園名を「新泉和泉

学園」にしたほうがよかったのかなと今さら思ったんです。

会長 今のご意見は、「杉並和泉学園」ではなくて、「新泉和泉学園」で新泉小、和

泉中、そのほうがいいということですか。

委員 そうすると、小学校の名前から選択してくださいになっちゃいますよ。学園

名も中学校名も固定で、小学校の名前が和泉小か新泉小か新泉和泉小かどれか

から選択してくださいという三択になっちゃいますよね。

会長 結果的にそうなりますね。

委員 せっかくここで３種類出ているのだから、学園名もこの３種類が出ていたほ

うがね。ここで「新泉和泉学園」に決まってしまうよりは。それで、先ほどの

お話ですが、「杉並和泉学園」に「新泉小」というのですけれども、「杉並和泉

学園」のところはアで「新泉和泉小学校」が出ているから、「新泉小学校」は

入れないでも、ここに「新泉」が入っているから、このパターンで、このアか

らオを出せば一応３種あると思います。学園名を「新泉和泉学園」だけに絞っ

てしまうのもどうなのかなと思うのですね。せっかく出ているのに。

会長 今そういう意見が出ましたけれども、学園名を「新泉和泉学園」で絞り込ん

でいくと、他の選択の余地がなくなってくるので、幾つか入れたほうがいいん

じゃないかということですが、よろしいですか。

そうすると、アが生きということですね。「新和泉学園」は残しますか。

委員 そうすると、選択肢はカまで全部ということですよね。

会長 全部になってしまいますね。アからカ。

委員 私、新泉側の人間ですが、和泉小学校の地に「新泉小学校」というのはどう

かと思います。「新泉和泉小学校」ならわかるのですが、「新泉小学校」という

と、逆に地域の人がね。最大限考慮して、「新泉和泉小学校」みたいに合わせ

るほうが賢明ではないかなと思います。新泉小学校の場所だったらわかるので

すけれども。

委員 和泉小の「和泉」というのは、地名だからという理由づけがくるけれど、「新

泉」というのが残ったときに、選択肢としての理由づけが弱いかなという気は

しますね。そうすると、「新泉和泉」という選択肢のほうが理解を得られやす

いかなという気がします。

委員 新泉小が生まれたときに、初めは「和泉小学校」という名前がついたという
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歴史もあるんですよね。

委員 歴史はね。でも、同じ名前があったので、結局、変更して「新泉小」にした

んです。

委員 だから、初めは「和泉小学校」だったんです。

会長 神田に「和泉小学校」があったんですね。

委員 どこかに「新泉」という名前を残せばよくないでしょうか。

委員 今、皆さん、「新泉和泉小学校」という流れができていて、「新和泉」という

お名前が出てこないので、エとオは案から外せるのかなと思います。そうする

と、残り４つになりまして、新泉小学校が和泉小学校の後に来る名前としてお

かしいということであれば、協議会でアンケートをとった後に却下ということ

もありますから、提示としては提示しておいたほうがいいかなという気がしま

す。協議会としてはこういう結果になりましたけれども、ただ、アンケートを

とる前に却下というのはいかがかなと思います。検討した結果、協議会でこう

なりましたよというのは、今後の話し合いで解決できる問題かなと思います。

会長 ただ、その案がものすごく多かった場合、もともと多くならないと予想して

出したらいけないのでしょうが、仮に多数を占めてしまったらどう却下するの

か。和泉小学校の地に新泉小学校が入れ替わるのはおかしいという理由がもしあ

るのだったら、初めから入れないでくれという話になってしまう。なので、そ

れはちょっと厳しいかなと思います。

今の議論の中で、学園名に「新和泉」というのは余り議論として出ていない

という話がありましたが、そうだとするとオは外れますよね。そこはどうなの

でしょう。

委員 「新和泉」とアンケートでお答えした人は、多分、「新泉」は「新しい泉」

ですし、「和泉」は「和泉」ですよね。それを両方考慮して「新」、それが新し

い学校というふうにつけたと思うのですが、私たち新泉側からすると、新しい

和泉小学校だよと思ってしまうんですよ。違いますか。アンケートの時は、い

ろいろ考えたのですが、今となると、何か新しい和泉小学校だよと思ってしま

うんです。それなら、「新泉」とつけてほしいです。

会長 確かに、和泉の地に新しい学校ができたというイメージですね。

委員 でも、それだと「新泉」は残らないです。

会長 「和泉」という地名に新しい学校ができたというイメージですよね。それが

「新泉」が残っているとはなかなか思えないというのであればですね。

委員 長いなら長いなりの意味があるということです。

会長 そうすると、学園名として「新和泉学園」は余りふさわしくないのではない

かということでいいんですかね。どうですか。そうすると、オを取ることがで

きます。

委員 結局、我々はわかるけれど、他の人から見たら「新しい和泉学園」になっち
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ゃうね。

会長 オを取るという意見が出ていますが、どうですか。そうすると、学園名は「杉

並和泉」か「新泉和泉」か、どっちかでよろしいですか。

委員 確かに難しいですね。でも、小中の名前をそろえたいなというのがすごくあ

るのです。だから、和泉中が一たん閉校していただいて、校歌もなくしていた

だいて、新たに生まれ変わっていただければ、もうちょっとスムーズに決まる

かなと思うのですけれども。

委員 「和泉中学校」というのは、どなたがこだわっているのですか。

委員 いえ、わからないです。でも、校歌も将来的に変えなければいけないのかな

とおっしゃったので、変えないのであれば。和泉小と新泉小が閉校するという

ことは。

委員 でも、たしか和泉中学校は残るんですよね。

会長 設置条例上はね。名前を変えなければ残ることになります。名前を変えたら

残らない。小中一貫校というのが文科省から認められればいいんですけれど

も、正式には小学校は小学校、中学校は中学校ですから。

委員 設置条例というのは。

会長 杉並区の学校の設置条例です。

学校支援課長 区の設置条例という条例に基づいて公の施設として認められています。

委員 ということは、小中一貫校というのは学園名が正式の名前ですか。

新しい学校づ

くり係長

いえ、違います。学園名が通称になるんです。学園名が通称としてあり、設

置条例上は小学校と中学校の名前が別々にあるということです。

学校支援課長 ですから、法律上、卒業証書はその小学校名、中学校名になるんです。ただ、

皆さんがふだん使うのは学園名ということです。

会長 では、よろしいですか。私も会長の立場じゃなくて、中学校名の変更という

話になれば、中学校名を変えることはやぶさかではないですが、変えるのであ

れば本当に真新しいものにしてほしい。そうしないと、変える意味がない。だ

って、新泉小学校と中学校が一緒になるわけではないわけですから。中学校は

中学校なんです。だったら、真新しい名前にしてくれないと、中学校を変える

意味がない。「新泉和泉中学校」ではおかしいですよね。今まで和泉中学校だ

ったのですから。

そうすると、個人的には「杉並和泉学園中学校」ぐらいしか考えられない。

そうなると、幅が狭まってしまうから、余り言うことじゃないのかなと思って

今まで言わなかったのです。あるいはもっと違う名前ですね。それこそ青葉だ

とか、さくら学園とか、そうならば別ですけれども、そうじゃないのであれば、

変えるのはやはりおかしいのではないかなと思います。

委員 「和泉中学校」であるなら「和泉小学校」というのは、私もそうですし、やは

り保護者のアンケートの中にもそれは出てきています。中には、先ほどの意見
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にありましたように、新泉は元は和泉なんだから、この際、もとに帰ろうよと

いうことで、和泉とつけられなかった念願が叶うんじゃないという意見も出て

います。これまでの意見にあったような心情だとか感情だとかで埒が明かない

ので、和泉小、和泉中というのは本当に地名としての「和泉」だと思っている

のです。

委員 前回も言いましたけれども、私個人の意見よりは地域の人の意見をここに反

映させていただいています。ここに出られる人は決められた人なので、出られ

ない人に新泉小学校の名前を残してほしいという声がすごくあるものですか

ら、やはりその責任を感じているのです。決まったら、もう仕方ない話なんで

すが、決まるまでは意見を強く言いたいのです。

委員 中学校はもう年齢が高いですが、小学校は６歳から通いますので、「新泉」

と「和泉」なら「和泉」のほうが、「僕が住んでいるのは和泉なんだ」、「私が

住んでいるのは和泉なんだ」というのが６歳から植わるのはいいことではない

かなというのはあります。とにかく公立の学校なので、やはり地域性をという

のがアンケートには多かったです。それが小学生を持つ保護者の方の意見なの

です。

委員 何代か通う人が新泉小学校という名前にこだわるのは仕方ない話かなと思

います。他のどこかからいらして、地域の学校に行かせるんだよというのだっ

たら学校の名前はどうでもいいと思うんですけれども。

会長 地域の方が「新泉」という名を残して「新泉」を大事にするという気持ちは

もちろんよくわかる。先程のご意見は、どちらかというと、これから先の子ど

もたちのことですね。卒業生のことではなくて。これから通う子どもたちにと

ってわかりやすい名前のほうがいいんじゃないかということだと思います。こ

の辺は考えていかなければいけないことですよね。

いずれにしろ、これを幾つかにしたら、どれが一位になるかわからないわけ

だから。やり方にもよりますけれども。はっきり結果として出てくるわけです

から、私が会長として一番言いたいのは、そのときにこれを入れておかないほ

うがよかったという議論は避けたいのです。

委員 私たちは出てきたものを遵守するということですか。それをどうするかとい

うのもまた問題だから。

会長 でも、ものすごくかけ離れて、この中の例えばイが断トツ一番なのに、ウと

かオにしましょうというのはいかがでしょうか。

委員 私たちの気持ちのバランスの数とアンケートで上がってきた数が一致した

ときは大体そっちのほうに行くだろうという、そういう決め方にならざるを得

ないのかしらね。アンケートが１００％決定じゃなくて、それもかなり参考意

見としてとって、またここでたたき台としてと考えればいいんですね。

学校支援課長 これまでの流れでは、アンケートの結果をもとにして決めるということで

す。
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会長 結果をもとに、ここでは決めるんですけれども、決める際にやっぱりそれな

りの理由が必要でしょう。アンケートを折角取るわけだから。

委員 そうすると、満遍なく出しておけばいいですよね。どの意見にも集約されな

くて、バランスよく。なおかつこういう思いの人がこっちにつけるだろうなと

いうイメージのものを出しておけばいいんじゃないですかと思います。

会長 それでは、この辺で議論したい時間を過ぎてしまったので、組合せ案として、

「新和泉学園」を入れるか入れないかという話が出てきていると思います。オ

の「新和泉学園」の考え方は、学園名は、新しい名前かつ「和泉」という名前

が入っていて、小学校名には「新泉」と「和泉」が両方入っているという考え

方です。今の議論の中では、「新和泉」というと、和泉小が新しくなったとい

うイメージがあるということですが。

委員 学園名じゃなくて、エの「新和泉小学校」はなしだと思います。

会長 エかオかということになっていますけれども、「新和泉小学校」のエは取る

ということでいいですか。「新泉」か「和泉」かどっちかよくわからないとい

うことで、いいですか。エは取りますか。

（異議なし）

では、エは取りましょう。

そうすると、さっきつけ加えたカ（「杉並和泉学園」、「新泉小学校」、「和泉

中学校」）はどうでしょうか。

委員 先ほど、小学校名の中で「新泉小」という選択肢がないから入れたいとおっ

しゃった、それはすごくわかるのです。それで、何で「和泉小」が残っている

かというと、和泉小は「和泉」という地名を配慮しているわけであって、和

泉小を残すという考え方ではないということで理解が得られないですかね。こ

の選択肢を見たときに、「和泉小」が残っているのに「新泉小」という選択肢

がないと思うことをやはり懸念されていると思うので、「和泉小」が残ってい

るのではなくて、「和泉」という地名を使った上での小学校名だということを

言ったほうがいいというか。

委員 何か理由を書けるスペースがあれば入れておくのもいいですね。

委員 そういう意味で残していて、「和泉小」を残したわけではないというところ

を言ったほうがいいような気がするんです。

委員 地名なので、残すという感覚が余りないんですよ。「新和泉」を外しました

けれども、新しい和泉小学校という考え方ではなく、我々にしたら和泉に新し

い小学校ができるという逆の発想なんですね。もちろんこれは外してもらって

も結構なんですけれども。

委員 新泉小学校は学校がなくなるわけですから。和泉のほうに変わってしまうわ

けで、それを私は強調したいんです。「和泉」という地名は重々わかっていま

す。私も和泉一丁目ですから。

会長 どうしましょう。じゃ、エを取るところまではいいですか。あと、議論は次
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にしても全然構わないので。いいですかね。

（異議なし）

じゃ、ア、イ、ウ、オ、カが今のところ生きていると。カはいいですか。カ

はどうしましょうか。

委員 要するに、カですよね。もしカが圧倒的に多かった場合はどうなるのですか。

会長 和泉小の地に新泉小ができてしまうのですね。確かにこれも何となく違和感

を感じますね。

委員 すごく気持ちはわかりますが、これは多数決で決めて多いとは思えないの

で、どうでしょう。考慮して「新泉和泉」というのが残っているので、どうで

すか。

委員 そういう議論があったということで。

会長 いいですか。カも取るということで。

そうすると、確認ですけれども、今日の段階では、ア、イ、ウ、オが残って

いるということでよろしいでしょうか。また次回、今日の議論をお考えの上、

最終決定しましょう。いいですか。

（異議なし）

では、校名の組み合わせについては以上で終わります。

次に、地域からの意見募集と応募結果の選定について、事務局からご説明を

お願いします。

計画調整担当

係長

資料１でご説明申し上げます。資料１の２「意見募集方法案」でございます。

まず、応募内容につきまして、今ご議論いただいている学園名、小中学校名

の組み合わせ案から選択していただく形で応募をかけたいと思います。１つで

はなく、複数選択も可ということと、選択した理由も記入していただきます。

それから、募集範囲ですが、自治会とか町会の範囲というのもありますが、

より明確な区域ということで、新泉小学校、和泉小学校、和泉中学校の通学区

域内でご提案させていただきました。なお、世帯数からすると１万５，０００

世帯ぐらいになるそうです。

募集の周知方法ですが、協議会ニュースを募集範囲に戸別配布し、区の教育

委員会のホームページにアップします。資料には入っておりませんが、小中学

校の保護者への配布ということもあわせて考えていきたいと思っております。

応募方法ですが、郵送、ファクス、Ｅメールで、氏名と住所は記入していた

だく形をとりたいと思っています。

募集期間は、約１カ月程度と考えております。

参考としまして、天沼小学校、永福小・永福南小の統合校での意見募集につ

いて資料に掲載しております。

３番目に、「応募結果からの選定」ですが、応募結果を参考にしまして、協

議会にて選定します。応募数の多寡によらず、協議会で選択した場合は、それ

なりに理由を付していく必要があるということで資料にその旨を記入させて
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いただいております。

意見の募集方法と応募結果の選定につきましては以上でございます。

新しい学校づ

くり係長

戸別配布というのがちょっとわかりにくかったと思いますけれども、例え

ばシルバー人材センターに委託をすると、この区域内の全家庭、１週間ぐらい

かかると思いますが、ポスティングをしてくれるんです。通常の設置協議会ニ

ュースだったら回覧するだけなので、回覧だと目につかないことがあるかと思

いますけれども、ポスティングであればそういう心配はありません。

住民登録台帳から当たる方法で、住民登録していない方とか、していても実

際はいない方もいるわけですけれども、ポスティングであればそういう問題は

ないので。戸数を最初に読み切れない部分はありますけれども、漏れなく全家

庭にお聞きするということはその方法では可能です。ちょっと補足です。

会長 結果からの選定は後にしましょう。まず、募集方法について何かご意見、ご

質問はございますでしょうか。

委員 今、組合せ案が４つ挙がっていますけれども、４つに絞った上で、さらに複

数選択可にするということなんですか。

会長 そうですね。例えばア、イ、ウ、オの中からいいと思うものに全部丸をつけ

るということでしょう。

委員 全部つく場合があるということですね。そうすると、４つに絞った意味があ

るのかなとちょっと思うんですけれども、どうなんでしょうか。

会長 もし１つにしろと言った場合、地域に住んでいらっしゃる方で、かなり前に

卒業した、あるいは子どもが通っていない方が１つに絞れるかなという不安が

ちょっとあったので、事務局の案は、いいと思うものにすべて丸をつけてくだ

さいという形にしたらどうですかということなんです。逆に言うと、そういう

人は出さないかもしれませんけれどもね。

委員 １つには決めかねるけれども、もう１つだったらこっちがいいというぐらい

で、複数回答でやって３つも４つも選ぶこと自体、考えられないんじゃないか

と思うんです。

委員 限定したほうがいいですかね。

会長 １つに決められますか。

学校支援課長 逆に 4つ付けた方は、そこに差がつかないわけですね。投票数としては余り
ほかに影響を及ぼさないと思いますので、４つ付けてもらってもいいかなと。

委員 でも、投票した人は理由を書くんですよね。

会長 まあ、必ず理由を書かなきゃいけないというわけではないんですね。書く欄

があって、ある人は書いてくださいと。

委員 それと、無記名というのは、それはどうなんでしょうか。

新しい学校づ

くり係長

要は何が心配かというと、そこまでそんなにこだわる方はいないのかもわか

らないですけれども、無記名だと、１人で何票も投票できてしまうんですね。

委員 それはあるけれども、無記名で応募された方は１票と認めないわけですか。
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計画調整担当

係長

投票数によって扱いを考えたいと思います。例えば、無記名が余りにも多い

いときは、協議会にお諮りしてご判断いただく、基本的には記入していただく

形で募集をかけさせていただければと思います。

新しい学校づ

くり係長

必ず名前をつけて回答してくださいという出し方にしても、無記名の回答が

あると思うんですよね。だから、初めからそこを無記名という投げかけ方は余

りよくないかなと思うんです。

委員 そうですけれども、無記名の場合、どう対処するのかということです。

計画調整担当

係長

基本的には記名していただきますので、例えば忘れてしまったとか、住所だ

け書いてあって名前が書いていないとか、そういったときは１票に入れたほう

がいいのではないかと思いますが、無記名投票が多くあれば、除外しなければ

ならないと思います。基本的に記名のみ有効な投票にさせていただきたいと思

います。

委員 確認します。複数回答可となるわけですね。１つに絞るということではない

のですね。複数回答だから、４つ書く人もいるわけですね。

計画調整担当

係長

１つに絞っていただいても結構ですが、適当と思われるものについて選択し

ていただくということです。

委員 ４つはだめということですか。

計画調整担当

係長

複数ですので、４つでも有効だということです。

会長 回答方法について、複数回答という話が出ていますが、その前に、これは個

別に来るじゃないですか。そうしたら、お子さんが名前を書いて出すとか、コ

ピーをしてその家庭に住んでいる人数だけ出してもいいのですか。対象範囲が

書いていないじゃないですか。年齢、成人だとか、何も書いていないから。

委員 じいさん、ばあさんがみんな入ったら、ものすごい数になると思うよ。その

必要はあるんですか。

学校支援課長 やはり地域に住んでいる方ですから。

委員 資料の天沼小と永福小・永福南小の統合の応募件数を見ると、相当少ないで

すね。例えば、子どもはこれがいい、親はこれがいいというんだったら、それ

はそれで OKだと思うんです。多分、興味を持って送られる方はそうそういら
っしゃらないと思うので、お名前が違えばそれぞれ１票で、特に学校に通って

いるお子様などはこれから自分が行く学校の名前になるわけですから、それは

OKじゃないかなという気がします。
委員 それじゃ、お母さんやお父さんが子どもと相談して。

学校支援課長 今おっしゃったように、例えば保護者の方とお子さんの気持ちが違えば、

別々に投票していただいてもそれは構わないんです。

会長 まず、確認ですけれども、戸別に家に１通配られるわけですね。そのときに、

家で１つに意見が決まれば１通でいいんだろうけれども、そうじゃなくてもい

い。氏名が違うわけだから、１人１通出しても構わないんだということですね。



‐22‐

コピーして、その家の中に４人住んでいて、そういうことであれば構わないと

いうことでいいですかね。それを使わなければいけないというわけじゃない。

Ｅメールとかでも可能なわけですね。ということは、年齢制限とか、特にその

辺はないということでいいですね。 

学校支援課長 ないです。この地域の方なら対象ということです。

委員 複数回答なので、１世帯１枚でもありですよね。

学校支援課長 それも可能ですよね。１枚の紙に 2つ付けていただいても、それは構わない。
別々でも結構ですし、複数回答でも結構です。

会長 その辺、どうするか。今までどうしていますか。もう世帯に任せちゃってい

るのかな。

学校支援課長 別々に出していただいても結構ですし、１枚の紙に複数回答していただいて

も構いません。

会長 家で決めろというのも変だしね。複数回答になるから、１枚ですよというの

も何かね。

委員 だから、幅広い選択肢で、そんなに今心配したことにはならないと思います。

学校教育部長 実際に投票してもらう用紙をつくってから皆さんに見てもらって、それでど

う判断できるかで結論づければいいんじゃないですか。

会長 そうですね。

学校支援課長 次回、決定していただいてから出せばいいかなと思います。

会長 では、流れは今のでいいですか。

（異議なし）

それと、１つだけに選んでもらうのはちょっと厳しいかなということで、複

数回答ということはいいですか。その複数回答の仕方は、幾つになったかに決

まってからにしましょう。例えば３つ決まったうちだったら２つだとか、３つ

全部はだめみたいな、いろいろやり方はあるかもしれないですから。半数にし

たほうがいいとか。ですから、複数回答で、やり方については次の議論のほう

がいいんじゃないかと思うんですけれども、よろしいでしょうか。

委員 何か３つ選べとか、４つ選べとか言っていたじゃないですか。どうするんで

すか。４つ選んだのを３つに絞るとか。

会長 それを幾つにするかは次回、候補数が決まってからにしましょう。

委員 それじゃ、今回の４つというのは、アンケートに４つ決まったやつじゃな

いですね。次に３つに決まったら、３つでアンケートをとるということですね。

会長 そうです。まだ絞り込めるということです。加えることはもう終わりです。

もう話をしましたから。加えるのはありません。それはもう確認をとっていま

すから。後はこれからより絞り込みが進むか、そのまま４つでやるかですね。

では、手続き関係はよろしいでしょうか。

（なし）

では、さっきの議論をするには、もう帰られた方もいるので、次回のほうが
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いいでしょうね。特に何か今意見を述べておきたい方はいらっしゃいますか。

委員 もう十分です。もう決まったからには言いません。

会長 まだ決まっていません。まだ絞り込みできるんですから。よろしいですか。

（なし）

では、ちょっと今日は早いですけれども、これで終わりにしましょう。

事務局から何か。

計画調整担当

係長

その他としまして、何点かご報告させていただきます。

ニュースレターの裏面に「開校までの３校のスケジュール」という表があり

ます。この中で、平成 24年度の 10月から来年の３月いっぱいにかけて、神田
川の仮設構台設置工事と書かれています。前回の協議会の中で、工事期間中、

神田川沿いの歩道はどうなるという話がありました。その後、東京都の第三建

設事務所に伺ったときに、工事期間中は川沿いの歩道は通行禁止になるという

ことです。

それと、こちらのスケジュールでは 10 月から３月のスケジュールになって
いるんですが、見込みとしては 11月の中旬から 12月ぐらいにかけて工事が始
まるということで、工事の始まる時期が１カ月半ぐらい後ろにずれるというこ

とでした。仮設構台については以上です。

それから、前回の第 14 回協議会の会議録の要旨は、区の教育委員会のホー
ムホームページにアップしておりますので、ご確認のほどお願いします。また、

本日の協議会の会議録につきましても、出席委員の皆様に校正原稿を依頼しま

すので、よろしくお願いします。

事務局からは以上でございます。

会長 今の事務局の説明等にご質問等はございますか。

委員 工事が始まって、神田川の通路が両方使えなくなるということですか。

計画調整担当

係長

工事期間中は両方とも使えなくなります。３月で工事が終わりますので、多

分来年の４月からは両方になるのか、それとも片方通れるのかというのは、工

事の関係がありますので、まだ決まっていない状況でございます。またその辺

が決まり次第、協議会にご報告させていただきたいと思います。

委員 通学路が問題になっているんですけれども、10月から通れないのであれば。

計画調整担当

係長

先ほど申し上げたように、10月ではなくて 11月の中旬から来年３月にかけ
て工事になりますので、その間、川沿いは通れないということです。

委員 井の頭通りの向こうから通っている児童がいますが、通学路が全く変わると

いうことですか。

会長 そうですね。通学路を変えないと無理ですよね。

計画調整担当

係長

通学路の指定には多分なっていないと思います。

会長 通学路になっていないの。
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委員 本来は下の川側を通ってくるのが通学路なのですが、今、お母様たちの要望

で渡らせているという状態でます。通学路は、見通しが悪いので、通らせるこ

と自体が危ないので、今のほうが安全です。仮設構台の工事で使えなくなるの

で、前も話したように信号をつけてもいたいのですが、坂道でつけにくいとい

うことなので、また新たなことを考えていかなくてはいけないのかなと思って

います。

会長 では、よろしいですか。そのあたりは具体的にどこを通るようにするのかは、

学校と話をして、それから教育委員会のほうで協議して通学路の指定というこ

とになりますね。

委員 和泉小の場合はこれから工事がバンバン入ってきますので、通学に関しては

ＰＴＡさんとかなり協力をしていかないと、安全が保たれないような状態にこ

の２年間入っていくかなと思っています。

会長 では、構台の工事の関係はよろしいですね。

（なし）

他になければ、事務局から次回の予定をお願いします。

計画調整担当

係長

次回、第１６回の協議会につきましては、予定としましては９月中旬ぐらい

にと思っております。今日ご議論いただきました内容をまとめて、次回につき

ましても学園名、小中学校名についてご議論いただく形になろうかと思いま

す。よろしくお願いいたします。

会長 では、次回は９月中旬、会場は新泉小学校になりますので、よろしくお願い

します。

それでは、本日はこれで終わりにします。どうもありがとうございました。


