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第 19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 19回新泉･和泉地区小中一貫教育校設置協議会

日 時 平成 25年３月 28日（木）午前 10時～11時

場 所 新泉小学校 家庭科室

出 席 者 協議会委員 28名（欠席２名）

区 関 係 者 学校支援課長、関係職員

次 第

１ 平成 24年度設置協議会における検討について
・学園名・小中学校名について（報告）

２ 平成 25年度以降の設置協議会における検討課題について
３ その他

資 料

資料１ 平成 24 年度設置協議会での検討経過

資料２ 設置協議会ニュース第６号

資料３ 新泉・和泉地区小中一貫教育校の開校に向けた課題
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会長 それでは、定刻になりましたので、第 19 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、欠席のご連絡は、池田委員、竹内委員、田附委員からいただいております。

まだお見えになっていない方もいらっしゃると思いますけれども、進めさせていただ

きます。

それでは、本日の配付資料の確認と協議会の予定について、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

おはようございます。資料の確認をさせていただきます。

まず、本日の「第 19 回新泉・和泉地区小中一貫教育校設置協議会次第」、資料１「平

成 24 年度設置協議会での検討経過」、資料２「新泉・和泉地区小中一貫教育校設置協

議会ニュース第６号」、資料３「新泉・和泉地区小中一貫教育校の開校に向けた課題」、

それから、前回の協議会の配付資料ですが、参考資料１の「新泉・和泉地区小中一貫

教育校 各校工事等スケジュール」、同様に参考資料２「他自治体小中一貫教育校の

校名・校歌・校章等の選定方法について」は、第 11回協議会の配付資料の一部を抜

粋したものになります。配付資料は以上でございます。

会長 それでは、議事に入ります。「平成 24年度設置協議会における検討について」、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、「平成 24年度設置協議会における検討について」、資料１と資料２、参

考資料１を使用いたします。

まず、資料１「平成 24 年度設置協議会での検討経過」です。昨年の５月 29 日に第

14 回の設置協議会が開催されまして、本日を含めますと、平成 24 年度は延べ６回の

設置協議会を開催してございます。

内容は、主に学園名、小中学校名の選定についてご議論いただき、また、工事等の

スケジュールをご確認いただきながら検討してまいりました。

第 18 回設置協議会において学園名、小中学校名の候補が選定されましたが、その

後、区の教育委員会、議会の文教委員会にその選定結果を報告しております。資料２

は、この選定に当たり、地域にアンケート調査を実施しましたので、選定結果を地域

にお返しする意味で、この設置協議会ニュース第６号を配布してございます。

参考資料１は、前回配付した資料ですが、若干、状況に変更が出てきてございます。

24 年度の「神田川仮設構台設置工事」が今月末頃に終わる予定でございましたが、

工事が遅れて、５月末頃まで延びる状況になっております。こちらは東京都の第三建

設事務所で工事をやっていますが、６月に工事がずれ込んできますと、切り回し工事

や本体工事に影響が出てくるので、遅くとも５月末までに仮設構台の工事は終わらせ

るよう東京都に強く要望しているところでございます。

そのほか、25 年度から 27 年度以降のスケジュールは、現在のところ変更はありま

せん。

議題１「平成 24 年度設置協議会における検討」につきましては以上でございます。

会長 この議題については確認事項になると思いますが、何かご質問や、わからないとこ

ろを確認します。

ではまず、資料１。第 14 回から第 18回の設置協議会での検討経過の概略が記載さ

れてあります。ご確認よろしいでしょうか。何かありますか。

（質疑なし）

次が資料２ですけれども、設置協議会ニュース第６号です。これはすでに配布され
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ています。区の教育委員会と議会の文教委員会で報告したということですが、そこで

の反応や質疑は何かあったのでしょうか。

学校支援課長 文教委員会は報告事項が他にも多くありましたので、この件に関してはほとんど

なかったように記憶しています。

会長 感想みたいなものも何もなかったんですかね。（笑）

18 回積み重ねた結果で出てきたのに特にないですか。

委員 ちょっと寂しい感じがしますね。

会長 何か寂しい感じですよね。（笑）

では、何かご質問等ございますか。

計画調整担当

係長

平成 26 年の区議会の第２回定例会に学校設置条例の改正を提案して、そこで承認

をいただいて、正式な決定にはなりますが、すでに文教委員会や教育委員会に報告し

ておりますので、学園名などが地域に少しずつ浸透していければいいなと思います。

会長 議会の手続きが残っておりますが、報告は終わっているということですけれども、

よろしいですか。

（質疑等なし）

今、説明がもう一つあったのは、参考資料１で、神田川の仮設構台設置工事が５月

末頃までかかる可能性があるけれども、５月末までには終わらせていただく。少し今

延びているようですが、何かご質問はございますか。

計画調整担当

係長

仮設工事につきまして、和泉小学校の通学路になっているものですから、仮設工事

が始まって以降、通学路の変更が引き続き５月まで延びる状況です。

会長 要するに、仮設構台の設置工事が終わらないと、切り回し工事のほうもできないと

いうことでいいんですね。

計画調整担当

係長

そうです。結局、切り回し工事の中で、今フェンスの箇所をゲートにする工事も

あります。そういった工事も仮設構台工事が終わらないと、工事に入れないことにな

りまして、全体的に後ろにずれるという影響があります。

会長 仮設構台の設置工事が終わって、和泉中の神田川方向の出入口がありますよね。普

段は閉めてあるところですけれども。そこと和泉小のフェンスの間あたりからトラッ

クが入るということになるわけですね。

計画調整担当

係長

そうですね。

会長 それで和泉小のＰＴＡ室や体育倉庫のあたりを壊すことになるわけですね。何か

ご質問等はよろしいですか。

委員 倉庫の移動はもう５月、６月には――もっと前に始まるんですかね。

会長 和泉小のＰＴＡ室に関しては、和泉中のＰＴＡ室をあけましたので、既にそこに入

れるようになっています。

委員 芝刈りの倉庫をいつ動かすかを前々から聞いていますが、なかなか…。

計画調整担当

係長

切り回し工事の中に倉庫類の撤去、移設も含まれておりますので、時期的には切り

回し工事の時期です。中の物の移動は、今後また近づいてまいりましたらご相談をさ

せていただきたいと思います。

委員 わかりましたら早目にご連絡をいただけるとありがたいなと思いますので、よろし

くお願いします。
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計画調整担当

係長

はい。

会長 和泉小ＰＴＡはよろしいですか。ＰＴＡ室がなくなりますが、大丈夫ですか。

委員 ５月までに片づけようかなと。

会長 仮設構台が遅れてしまうとどうなりますか。大丈夫ですか。

計画調整担当

係長

遅れないように東京都に強く申し入れをしているという状況でございます。

学校支援課長 切り回し工事は６月からですから、最悪、５月までに終われば影響ないと思います。

しかし、これがさらに延びると影響が出てしまうため、それはないように東京都には

強く言いたいと思います。

会長 外側から余りよく見えないから工事の状況がわからないと思いますが、和泉中の校

庭側から見ると、あれは相当すごい工事です。驚くぐらいの工事ですから、大丈夫な

のかなとは思います。すごい大きなクレーンがあって、きちっと予定どおり進むこと

を願っています。

じゃ、各工事関係のスケジュール等、よろしいですか。

（質疑等なし）

それでは、次の議題になります。

計画調整担当

係長

「平成 25 年度以降の設置協議会における検討課題について」、資料のご説明をさせ

ていただきます。

まず、資料３と参考資料２でご説明します。

資料３「新泉・和泉地区小中一貫教育校の開校に向けた課題」、大きなⅠ番とⅡ番

がございます。まず、大きなⅠ番の「平成 25 年度の設置協議会での主な課題」とい

うことで、四角で囲っているのが１から４までございます。

１番目が「学園章・校章」。小中一貫教育校としての小学校と中学校の校章、学園

章の取り扱いです。具体的には２つの小学校が統合しますので、小学校の校章をどう

するかということがまず１点、また中学校は変更するのか、中学校の校章として残す

のかというようなご議論が必要かと思います。次に、小中一貫校ということで、「杉

並和泉学園」としての学園章をどうするのかということです。

取り扱いが決まりましたら、どのように作成するか。例えばお子さんたちに募集を

図るとか、それとも著名なデザイナーさんに依頼するとかいうような作成方法につい

てご議論いただきたいと思います。

２番目の「学園歌・校歌」。これにつきましても小学校は２つの校歌が今ございま

すので、どうするか。中学校は１つなので、中学校の校歌はその後どうするのか。学

園歌はどうするか、作成方法や作詞作曲をどのように――例えば著名な方に依頼する

ケースがありますが、そのようなことをご議論いただきたいと思います。

それから、３番目の「標準服・体育着等」。通常、小学校には制服というか、標準

服はないですが、渋谷とか、品川とか、小中一貫教育校の場合、小学校にも標準服を

導入しているのが見受けられます。「杉並和泉学園」は、小学校の部をどうするか、

皆さんからご意見をいただきたいと思っております。ほかには帽子やバッジ等で代用

できないかなど、その辺も含めましてご議論いただきたいと思います。

あと、体育着や文房具などの標準持ち物。特に小学校は進めていると思いますが、

開校してすぐということではなく、開校前から少しずつ準備を進めていく形で、整理
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をしていきたいと思っております。

１から３につきましては、作詞や作曲をお願いするにしましても、予算というか、

お金がないと依頼ができません。今年の８月頃までに作成方法についてある程度決め

ていただくことが必要になります。

それから、４番目の「通学区域・通学路」。これが来年度の大きな課題の１つにな

るのかなと思います。小学校と中学校、２つの小学校、新泉小学校と和泉小学校と、

中学校に上がるときに和泉中学校の学区域が少し違うということは、地元の皆様はお

わかりになっているでしょうが、新泉小学校の東側の長細い地域が泉南中学校の学区

域になっています。また、和泉小学校の西側の一部分が大宮中学校の学区域になって

います。小学校に上がるときに、そのまま小中一貫校ですので、和泉中じゃなくて、

今の状況ですと和泉小の学区域は大宮小、泉南中のほうに分かれてしまうというとこ

ろなので、その辺についてご議論いただきたいと思います。また逆に、和泉中の学

区域が現在の永福南小学校の学区域に含まれているというところもございますの

で、学区域についてご議論していただきます。

小学校に通学路の規定がございますが、新泉小学校の今の場所から今の和泉小学校

のほうに、新しく「新泉和泉小学校」が開校するわけですが、通学路が大幅に変更に

なります。安全面についてご確認、ご意見をいただきながら、通学路についてもご検

討をいただきます。

それから、25 年度につきましては、様々な課題がその都度出てくるかと思います

が、大きな課題としては１から４のような課題で検討していただくことを予定してお

ります。

大きなⅡ番の「その他の主な課題」ですが、どちらかというと協議会で直接ご検討

いただくような課題ではないと思いますが、学校関係ですと教育課程、学校の沿革は

もしかしたら協議会にも少しかかってくるかもしれません。「杉並和泉学園」が開校

して、「学校の沿革」を３校で引き継ぐ形になるか、それとも「杉並和泉学園」の新

たな出発としていくのか。あと周年行事、何周年をどこからカウントするについて整

理が必要かと思います。

その下の開校記念日についても、開校後は、現在の開校記念日の３日間が休みには

ならないと思います。どこか１つ開校記念日を定めなければいけないとか、それから、

運動会・体育祭も小中一貫校でまとめて１つの大きな運動会としてやるのかどうかと

か、そのようなところを整理していく必要があります。

また、児童会・生徒会、それぞれどういう形で、個別に運営していくか整理が必要

かと思います。

続いて、ＰＴＡ、同窓会関係でございます。小学校は統合なので少なくとも２つが

一緒になります。学園としてＰＴＡをまとめた組織が必要なのかどうか、ＰＴＡ会費

はどうするか、そういったものです。同窓会についてもＰＴＡ同様に３つの同窓会が

あると思いますが、同窓会として引き継いでいくかどうかを整理しておく必要がある

かと思います。

最後に工事関係についてですが、実施設計は今年度ですべて終了になりますので、

来年度の１回目の協議会の中では、実施設計のイメージ図とか平面図、決まった部分

について、皆さんにお配りできるかと思います。

切り回し工事以下については、先ほどのスケジュールのとおりに進んでいきます

が、括弧内の記載事項が想定される課題です。倉庫・ＰＴＡ室の移設においては、中
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身を動かすことになるので、学校やＰＴＡの方々と個別に教育委員会と調整をさせて

いただくことがあるかと思います。芝生の一部撤去とは、芝生の一部分が工事帯の中

に入ってしまうので、何らかの形で移設場所、例えば他の小学校や中学校に移設でき

る場所があれば移設したいところですので、学校整備課と調整をしております。

建設工事時の代替グラウンドですが、和泉中学校の中島副校長先生が中心になり、

和泉小の北側の日大鶴ヶ丘のグラウンドの使用について話を詰めている状況です。ま

た、永福南小学校が永福小学校と統合し、４月以降、永福南小学校につきましては和

泉中学校の一時使用施設という位置づけで、日大鶴ヶ丘で賄えない放課後のクラブ活

動や土曜のクラブ活動について使用していく予定でございます。

それから、新泉小学校改修工事、引越や工事中における児童の動線等については、

先ほどのスケジュールで、和泉中が 26年度に新泉小の今のなかよし学級がある東校

舎に引っ越してくることになりますので、東校舎にも若干改修工事が入ります。その

工事が夏休みの間と、少し９月にずれ込む形で工事を計画しています。そこに物が入

っていると工事に入れないものですから、そのための引っ越しが必要になります。

あと、工事中、工事帯と校庭側を分離するために仮囲いを設置しますが、夏休みで

すとプールの授業がございますので、事故など起きないよう児童の動線を十分に確保

できるよう調整しながら工事を進めていきたいと思っています。この引越の中には、

来年の３月、和泉中学校が新泉小学校に引っ越してくるものも含まれております。

参考資料２です。こちらは第 11 回協議会の配付資料になります。資料３の大きな

Ⅰ番の「平成 25 年度の設置協議会での主な課題」の中で、校歌、校章、標準服につ

いての課題をご説明申し上げましたが、その先行事例として、品川区、渋谷区、練馬

区の小中一貫教育校の校歌、校章、標準服等についてまとめた資料でございます。

資料につきましては以上でございます。

会長 平成 25 年度の設置協議会に関する検討課題について説明がありましたけれども、

何かご質問はございますか。

委員 今お話しなされたことは、来年度全部きちっと形に出さなければいけないことで

すよね。25 年度での課題だから。校章、校歌、標準服、通学区域・通学路、この辺

を全部この１年で、この場で決めていくという形ですか。

計画調整担当

係長

ある程度こちらから案をお示しして進めさせていただきます。最初からどうします

かというような検討ではなかなか難しいと思います。

委員 かなり多岐にわたっているじゃないですか。Ⅱ番であれば、例えばＰＴＡはＰ協に

対してどうするかだとか。小Ｐ、中Ｐと。細かいことがいっぱい出てきます。それは

ＰＴＡの皆さんで決めたほうがよかったりとか、ある程度の振り分けして、それでこ

う決まりましたとこの場でやっていかないと、月に１回か２カ月に１回の協議会で１

年間にこれだけ決めるというのは、今までの流れからすると無理かなと感じました。

学校支援課長 この資料３ですが、Ⅰの部分の主な課題が、この協議会で検討していかなければい

けない事項でして、Ⅱはどちらかというと、例えば、学校関係ですと教育委員会が決

めることもありますので、この場で報告していく形になります。ＰＴＡであれば３校

のＰＴＡで話し合っていただいて、それを報告していただくという形になっていくと

思います。

委員 そうですよね。そこら辺をちゃんと振り分けておかないと、また混乱すると思い

ます。そういうこともこの場であらかじめ決めて、今年度はこういうことをやってい
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かないといけないと思いました。

学校支援課長 要するに、このような課題があるということを皆さんに知っていただきたく、資料

として出させていただいております。

会長 大きなⅡ番については、学校、ＰＴＡ、地域の方からある程度固まったものについ

ての報告になると思います。何か課題があれば、また検討し直す。Ⅰ番に関しては、

どうやって決めるのかという方法に関して案が幾つかあるので、示してもらって、そ

こから選ぶ形になるとは思います。よろしいですか。

委員 Ⅰの３番に関しては、標準服・体育着等はやはりアンケートとかが必要になります

か。現役というか、実際着る子どもたちの意見は必要になりますか。

計画調整担当

係長

例えば、大きな転換というか、変更があるような場合はアンケートが必要だと、全

保護者からの意見を聴取したほうがいいというようなご意見があれば、アンケートが

必要と思います。

委員 保護者負担とか費用のことですね。これが一番大事です。今年の８月までに形を出

したいとさっきおっしゃいましたが、これはお金の発生することだから、どういうふ

うにするかきちんとやらないと、私たちが決めていいものかどうかというのもあると

思います。時間がないような気がします。

計画調整担当

係長

もし必要があればですが、以前、校庭について、校庭部会という部会を設置しまし

た。今後、通学路や学園章、学園歌につきましても、協議会よりもう少し小回りがき

いた方が良いのではないか、集中的に検討して協議会にお諮りして決めていくやり方

が望ましいということであれば、各部会を設置して対応していきたいと思います。

委員 資料を見ていたら、品川区は校章に関しては２回ぐらい部会検討をやっています

ね。だから、ここの地域はここの地域独自の部会をつくったほうがうまく流れていく

かなと思います。

新しい学校づ

くり係長

通学路は実際に歩いてみないとわからないです。歩いてみて危険だから、例えばガ

ードレールの設置要望を警察にしてみようとか、気づきます。天沼小も、永福小のと

きもＰＴＡを中心とした部会をつくって、実踏を重ねて、そのときに警察の方に頼ん

で同行してもらったりもしています。

さらに、永福のときは、校章は変えませんでしたが、そのかわりに子どもたちから

募集して、コミュニケーションマークをつくっています。それもＰＴＡと図工の先生

とかにどういうやり方をしようかというところから討議していただきました。

会長 この８月末までというのは、予算のことですから、26 年度予算に入るということ

ですよね。そうすると、検討は 26 年度の１年間である程度上げちゃうということに

なるわけですよね。

計画調整担当

係長

ある程度の決め方やつくり方の部分を決めていただいて、実際には、学園章や学園

歌は 26 年度に作成します。

委員 有名な方に校歌をお願いするに当たって、どこからか出るんですか。

学校支援課長 教育委員会でお金を取るためには、26 年度予算は今年の９月ぐらいまでに固めな

ければいけないので、それでどうするか、まずこの協議会で８月ぐらいまでにご議論

いただきたいということです。

新しい学校づ

くり係長

校歌とかは、すごく著名な方を選ぶとしてもそれに見合う予算はつくわけでもあり

ません。金額の範囲で頼める人か。逆に、有名な人を頼んでもこの範囲でやってもら

うことになります。具体的に名前を挙げてもらって交渉することになりますが、予算
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がつくのは 26 年度予算になろうかと思います。

委員 先ほど谷川俊太郎さんというお話も出ましたが、区内に住んでおられてもちょっ

と遠いところなので、大宮小学校の校区内にお住まいの小林亜星さんなんかだったら

おつくりくださるかな。

新しい学校づ

くり係長

校歌は、杉並は結構著名な方がたくさんいらっしゃると思います。その辺はいろい

ろと挙げていただいて。校歌は、やるほうもお金というより名前が残ることもあり、

割かし乗り気になってくださる方が多いです。

学校支援課長 永福小学校は、作詞はタケカワユキヒデさんにお願いしています。

委員 ああ、そうですね。高井戸のほうに住んでいらっしゃるから。

会長 そういうことを決めなければいけないですね。その決め方が、要するに８月末まで

に著名人に頼みますとかを決めますが、候補者に対して事前に 25年度中にある程度

打診しておかないと、26 年度にスムーズに決まるのかなという心配が多少あります。

学園章も学園歌もですが、そこに子どもの考えや皆さんの考え方を反映するとなる

と、また時間的にはとてもかかります。26 年度中だけで大丈夫かなとちょっと心配

です。いずれにせよそういうのをどういった形で進めていくかを今後検討して、８月

末までには予算ベースに乗せるということです。

計画調整担当

係長

26年度予算に反映させるための部分までは８月ぐらいまでにある程度まとめていた

だいて、それ以降も検討してはだめということではないので、進められる部分につい

ては進めるような形で対応していきたいと考えております。

委員 下手をすれば、あと２～３回しかこの協議会は開けないですよね。無理ですよね。

あと３回でここら辺は 100％無理だと思う。

学校支援課長 学園歌など、誰にお願いするかまでは決めなくてもいいです。要するに、学園歌を

つくるとかを８月までに決めていただければ、私どもとして９月に予算の要求ができ

ますので、中身についてはその後で十分大丈夫です。

委員 じゃ、これは次回からパッパと決めていったほうがいいですね。

学校支援課長 まあ、決まることはそうですね。ただ、大事なことですから、皆さんでしっかり議

論していただきたいと思います。

委員 予算さえつけば、具体化はもっとできるということですね。

会長 よろしいですか。あと何かご質問等ございますか。かなり具体的なことをこれから

先は決めていくと。その方向性を決めていくことになりますので。

じゃ、資料３はよろしいですかね。

（質疑なし）

それでは、一応きょうの議題はこれで終了ということでよろしいですか。

（異議なし）

今年度はこれで最後で、一番大きな課題であった学園名、校名が決まりました。今

年度で役員関係が終わりになる方もいらっしゃるかもしれませんので、そういう方に

感想とかご挨拶を一言おっしゃっていただいて、その後、どうしてもきょう話してお

きたいという方がいらっしゃれば、またお話をいただくということでいかがですか。

じゃ、まずはＰＴＡの方、よろしいですか。

委員 学園名、校名を決めるという本当に一番重要な議題にふらっと入ってきてしまった

感じですけれども、ここに入ったときからもう既に話は進んでいる状態で、途中から
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の参加ということで意見もしづらいところもあったんですけれども、無事に皆さんの

意見を反映するような校名になったのではないかなと思います。

もうこれで終わりになってしまうんですけれども、地域の住民として見守っていき

たいなと思います。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうござい

ました。

委員 こちらには２年間お世話になりまして、ありがとうございました。参加した当初は

開校がまだ先のことと思っていましたが、開校まであと２年、工事もだんだん近づい

てきまして、荷物の整理とかをしていますと、開校も身近に迫っているのかなという

ことを実感いたします。

本年度は学園名と校名が無事に決まり、ほっとしています。続いて新校の中身の部

分もぜひ魅力のある形で考えていただき、わかりやすく公表していただけたらと思い

ます。現在、幼稚園ですとか保育園に通っている保護者の方、それよりも小さいお子

さんをお持ちの保護者の方が、割と新校にも興味といいますか、どういうのができ

るのか全くわからなくて悩んでいる方も結構いらっしゃるので、そういう方にはど

ういうふうにわかっていただいたらいいのかというところがどうなのかなと 思って

います。

26 年度に小学校に入学する方で、今後の新校のことがわからないので、ほかの学

校に入ることを考えている方もいらっしゃるので、そういう方にもぜひ新しい学校に

来ていただきたいなと個人的に思います。私の子どもは小学校５年生のときに新校開

校を迎えます。子どもたちはとても開校を楽しみにしています。私たち保護者もとて

も楽しみにしています。今後とも子どもたちのためによりよい学校づくりをよろしく

お願いいたします。ありがとうございました。

委員 私も２年間お世話になりました。多分この協議会に出ていなければ、決まった校名

の学校に、決まった校舎のところに子どもを行かせるという全くの受け身だったと思

います。新校を開校したとき、うちの息子は小学校６年生になりますけれども、この

協議会に出たことで、受け身じゃない側、動かしていく側の大変さも経験しましたし、

楽しさも経験しました。ＰＴＡという組織の役員なので、中枢の部分ですけれども、

本当にいい経験をさせてもらったなというのが正直なところあります。

この協議会に出させていただくことで、例えば教育委員会の方ですとか、そういっ

た方のご意見も聞けたことは、一保護者として、とても身になりました。子どもたち

のために、また一保護者として頑張っていきますので、協議会のほうでもよりよい形

で新校を迎えられるよう、皆様の意見をどんどん出していただけたらなと思います。

ありがとうございました。

委員 １年間という短い間でしたが、ありがとうございました。新しく学校をつくってい

くという協議会にも出られて、本当にいい勉強にもなりました。うちの子どもたちは

一番下の子が５年生で新校に入ります。子どもとも一緒になって楽しみにしています

ので、協議会に参加はできないかもしれないけれども、見守りつつ、楽しみにしてい

たいと思います。これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

委員 １年間ありがとうございました。この場に参加できまして、地域の方々のご意見を

聞くことができて、大変参考になりました。また、新しい学校づくりというものに

自分が加われたことはとてもよかったと思っております。今後、協議会に参加でき

るかわかりませんが、傍聴という形でも参加できると思っていますので、なるべくか

かわっていけたらなと思っております。私の娘も同じく小学校５年のときに新校を迎
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えます。そのときに楽しく新校を迎えられるような形で協力できたらと思っていま

す。どうもありがとうございました。

委員 私は立ち上げのときからこの会に参加させていただきまして、約１年かかり、やっ

と校名が決まって、ほっとしております。それと同時に、またきょうの検討課題でも

ありました今後決めなくてはいけないことがたくさんある中、協議会を通して、それ

ぞれの地域の方の学校に対する思いだとか、いろいろなものがあるということを感じ

たと同時に、これから新しい学校に向けて、地域の子どもたちが本当に新しい学校に

対する魅力を感じられるようになればいいと思っています。

開校したときから始まるのではなくて、今この時点から始まっていて、開校前から、

例えば自分が子どもだとしたら、絶対あの学校に行ってみたいと思えるような学校

づくりを築いていければいいかなと思っております。そういった意味では、今から

本当に魅力ある学校を目指していろんなものを決めていかなくてはいけないかなと

いうのも痛感しております。以上です。

委員 １年間お世話になりました。携わっているうちに学園名と校名が決まりまして、よ

かったなと思っております。これからまだたくさん決めることがありますので、中身

もともに充実した学園ができるように願っております。

近年は、地域の方の力というのが本当に大事だなと、ここに参加してみてよくわか

りましたので、どうぞこれからもご協力をお願いしたいと思っております。来年もま

だ保護者としておりますので、力になれればと思っております。１年間ありがとうご

ざいました。

会長 あとは、かわるかどうかわからなくても、何か話しておきたいという方がいらっし

ゃれば……。よろしいですか。

委員 幾つかの課題があります。先ほど標準服とかの話でアンケート云々という話もあり

ましたけれども、もちろんそれもいいとは思いますが、協議会から協議会の間に１カ

月か２カ月ありますよね。そうしたら、自校で、例えば小学校なら小学校の保護者の

中で、制服がいいのかな、標準服がいいのかなという話が結構できると思います。わ

ざわざアンケートをとらないまでも。

そういう情報をできるだけ周りの保護者とか地域の方々から、ここの会に参加でき

ない方の意見を積極的に吸い上げる形をとっていけば、なかなかこの会だけで決める

のは厳しいと思うので、そういう方向で今後とも動けていければいいかなと思いま

す。特に小学校の方とかは、やっぱり制服に関してはかなりいろんな意見はあると思

いますけれども、そういった意味でも。そうすると、限られた時間内で話ができるの

ではないかなと思うので、それぞれがそういう方向でいけばいいかなと思いました。

会長 決まったとか、全体でこういう方向ですということはなかなか言いにくいかもしれ

ませんけれども、こういう意見がありますとか、そういうのをおっしゃっていただけ

るととてもありがたいですよね。

あと何かございますか。事務局さんのほうから何かありますか。

学校教育担当

部長

ことし１年、ありがとうございました。校名が決まったのは、今回の協議会で非常

に大きな成果だろうと思います。いろんな論議がありまして、私も聞いていて、地域

の方や学校を代表しての意見なりがたくさん出ていました。このような積極的な論議

がいい学校づくりにつながっていくと思います。

先ほど会長からお話がありましたように、受け身ではなく、積極的に新しい学校づ
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くりにかかわるという意識を持ってくださっているのがわかって、とてもありがたか

ったです。来年以降、私も青木もそのほかのメンバーも残っていますので、皆さんの

思いをそのまま引き継いで、来年度以降もまた積極的に、前向きな方向でいろんな論

議をしていきたいと思います。これまでどうもありがとうございました。

会長 それでは、うまくおさまりましたので、以上で第 19 回の設置協議会は終わりたい

と思いますけれども、事務局のほうから連絡はございますか。

計画調整担当

係長

次回の協議会は５月中旬ぐらいと思っております。ＰＴＡの役員の方々は、その頃

までに協議会の委員としてお願いできる方は決まりますでしょうか。

それでしたら、５月の中旬に、次回は和泉小学校で開催をする予定でございます。

よろしくお願いします。

会長 じゃ、次回、また和泉小学校開催ということです。よろしくお願いします。

どうも１年間ありがとうございました。


