
第１回 総務・庶務部会 
（高浜小・三村小・関川小・南小統合専門部会） 

 

日時：令和３年１０月２０日（水）午後７時～ 

場所：南小学校 １階 多目的室 

 

 

次  第 

 

１．開  会 

 

２．自己紹介 

 

３．協議事項 

 （１）部会長及び副部会長の選任について 

 

 （２）総務・庶務部会の検討事項について（説明） 

 

 （３）アンケート調査結果について 

 

 （４）学校名・校章・校歌について 

 

 （５）体操服について 

 

 （６）その他 

①現南小学校の改修工事について（報告） 

②児童クラブについて（依頼） 

 

４．その他 

 

５．閉  会 

 

 

 

 



１．部会長及び副部会長の選任について 

〇部会長 

 

 〇副部会長 

 

 

 

 

NO. 所  属 氏  名 備  考 

1 高浜小ＰＴＡ 小池 一之  

2 高浜小ＰＴＡ 湯澤 聡美  

3 高浜小ＰＴＡ 高野 真吾  

4 高浜小ＰＴＡ 谷山 佳史  

5 三村小ＰＴＡ 石﨑 真美  

6 三村小ＰＴＡ 前島 久子  

7 三村小ＰＴＡ 浅野 由希  

8 三村小ＰＴＡ 山口 さおり  

9 関川小ＰＴＡ 吉岡 和良  

10 関川小ＰＴＡ 川島 俊彦  

11 南小ＰＴＡ 菊地 喜之  

12 南小ＰＴＡ 細谷 一郎  

13 高浜地区 小倉 崇稔  

14 三村地区 斉藤 義博  

15 関川地区 坂本 静  

16 南小地区 川田 豊  

17 高浜小 小松﨑 明美 校長 

18 高浜小 小吹 孝雄 教頭 

19 三村小 坂本 功一 校長 

20 三村小 市村 小枝子 教頭 

21 関川小 宇津野 正 校長 

22 関川小 国府田 誠一 教頭 

23 南小 井上 勉 校長 

24 南小 小倉 弘明 教頭 



２．総務・庶務部会の検討事項について（説明） 

協議事項 

Ｎｏ 

協議内容 協議年度 進捗状況 

1 学校名 令和 3年度  

2 体操服 令和 3年度  

3 校章 令和 3年度  

4 校歌 令和 3年度  

5 新小学校の改修工事について 令和 3年度  

6 児童クラブについて 令和 3年度  

7 新小学校のグランドデザイン 令和 4年度  

8 記念誌・卒業記念 令和 4年度  

9 閉校式 令和 4年度  

10 開校式 令和 4年度  

11 備品・消耗品 令和 4年度  

12 歴史伝統保存 令和 5年度  

13 引越し 令和 5年度  

 

３．アンケート調査結果について 

（１）調査の目的 

   高浜小，三村小，関川小，南小学校区にお住いの方及び学校の教職員を対

象に新しい学校に何を期待しどのような不安を持っているのかを調査し，

今後の検討委員会や専門部会において具体的な協議の参考とするためアン

ケート調査を実施した。 

 

（２）調査の方法 

   「統合だより」にアンケート調査についてお知らせし，市ホームページで

回答をお願いした。 

 

（３）調査期間 

   令和３年６月２５日（金）～令和３年７月９日（金） 

 

（４）調査対象者数及び回答数 

   対象者数：3,539人〔地域（保護者含む）3,448戸，教職員 91名〕 

   回答数：41人（回答率 1.2％） 

 

 



４．学校名・校章・校歌について 

（１）学校名について 

 ①新学校名とするか否か 

 ②学校名の決定方法 

参考例 

八郷中学校 
対象地区を限定し公募。 

最終決定は統合検討委員会。 

かすみがうら市 
公募し，候補を絞りアンケートを実施。 

最終決定は統合検討委員会。 

小美玉市 

対象地区を限定し公募。 

候補を絞りアンケートを実施。 

最終決定は統合検討委員会。 

鉾田市 

対象地区を限定し公募。 

候補を絞りアンケートを実施。 

最終決定は統合検討委員会。 

つくばみらい市 

対象地区を限定し公募。 

アンケートを実施。 

最終決定は統合検討委員会。 

 

（２）校章について 

 ①校章はどのように決定するか 

 

 

 

 参考例 

八郷中学校 
公募し，候補を絞りアンケートを実施。最終決定は統合

検討委員会。 

かすみがうら市 
公募し，候補を絞りアンケートを実施。最終決定は統合

検討委員会。原案の仕上げをデザイナーに業務委託。 

小美玉市 
対象地区に限定し公募。原案の手直しを委託。その後，

アンケート調査を実施。 

鉾田市 

地域人材発掘の観点から地域内で募集。しかし，応募が

無く，デザイナーに委託。数点の候補をもらいアンケー

トを実施。 

つくばみらい市 生徒からデザイン案を募り，最終的に外部に委託。 

 



（３）校歌について 

 ①校歌はどのように決定するか 

 

 

 

参考例 

八郷中学校 歌詞は公募。作曲は委託。 

かすみがうら市 歌詞にしたいフレーズを募集し，作曲家に委託。 

小美玉市 

歌詞を募集し作曲家に委託。 

卒業生で作曲家がおり，その方に委託することを委員会

において確認し委託。 

鉾田市 

地域人材発掘の観点から地域内で募集。しかし，応募が

無く，作曲家に委託。アンケート結果を基に統合検討委

員会で決定。 

つくばみらい市 
生徒からフレーズを募集し，教職員が作詞。作曲は外部

委託。 

 

 

５．体操服について 

（１）新体操服とするのか 

 

（２）体操服はどのように決定するか 

参考例 

八郷中学校 
業者によるプレゼンを行い，アンケートを実施。アンケ

ートの結果を基に統合検討委員会で決定。 

かすみがうら市 
業者によるプレゼンを行い，アンケートを実施。アンケ

ートの結果を基に統合検討委員会で決定。 

小美玉市 

業者によるプレゼンを行い，統合準備委員会で案を絞っ

たうえでアンケートを実施。アンケートの結果を基に統

合検討委員会で決定。 

鉾田市 
業者によるプレゼンを行い，統合準備委員会で案を絞っ

たうえでアンケートを実施。 

つくばみらい市 
事務局でいくつかサンプルを提示し，統合検討委員会で

決定。 

 

 



（３）体操服の金額，色，デザイン，校章，ネーム，ファスナー，襟周りなど専

門部会で意見をいただき，サンプル品（２点から３点）を専門部会に示す 

 

 

（４）体操服の取り扱い 

ケース１ 令和６年４月から統一の体操服を着ることとする。 

・６年生（現在３年生）は１年間しか着れない（保護者の負担増） 

 

ケース２ 令和６年４月から統一の体操服を着ることとし，令和５年４月から

新体操服を各小学校で着れることとする。 

・６年生（現在３年生）は２年間着ることができる。 

・令和５年度は，旧・新体操服を着る児童がいる。 

 

ケース３ 令和７年４月から統一の体操服を着ることとし，令和５年４月から

新体操服を各小学校で着れることとする。 

・令和５年度は，旧・新体操服を着る児童がいる。 

・令和６年度も統合小学校で旧・新体操服を着る児童がいる。 

 

６．その他 

（１）現南小学校の改修工事について（報告） 

   契約相手先：株式会社 三上設計事務所（水戸市） 

   契約金額：７４，８００，０００円 

 

（２）児童クラブについて（依頼） 

    各地区要望を取りまとめ・・・次回専門部会で報告・市に要望 


