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下野市立南河内小中学校設立準備委員会実務作業部会
総務部会 議事録

令和２年度 第３回 下野市立南河内小中学校設立準備委員会実務作業部会総
務部会
令和２年９月２８日（月）午後６時００分～午後７時２２分
南河内中学校 会議室
髙山信夫 部員、伊澤行雄 部員、川俣達夫 部員、谷萩昌道 部員、
海老原剛 部員、舘野 勝 部員、澤野辰徳 部員、五月女恵子 部員、
横島絹子 部員、小林幸代 部員、海老原忠 部員、竹田昌彦 部員、
塩沢建樹 部員、倉井典子 部員、近藤善昭 部員、田澤孝一 部員

【欠席委員】
なし
市側出席者 （事務局）稲葉亜希恵 学校教育課課長補佐兼指導主事、森口哲二 同課主幹、
土田礼巳 同課主幹兼指導主事、上野保久 同課小中一貫教育統括コ
ーディネーター
公開・非公開別 （公開 ・ 一部公開 ・ 非公開）
傍 聴 人 ０人
議事録（概要） 作成年月日 令和２年９月２９日
１

開会

２

部会長挨拶（海老原部会長）
皆さんこんばんは。お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。
第３回目の会議になりました。やっと涼しくなってきたかなということで、学校も少し
いい季候の中で活動できるようになってきたところです。皆様のお仕事の方もはかどる
ような季節になってきたかなと思います。今日は校歌の音源もできたと聞いています。
また、校章等も含め、この部会として具体的な決定をしていく会議となりますので、皆
様からご忌憚のないご意見をいただいて、その意見をこの上の準備委員会に伝えていけ
ればと思いますので、短い時間ですがどうぞ、よろしくお願いいたします。

３

報告

（海老原部会長）

それでは、地域・保護者説明会結果について、事務局より説明をお願い
します。
（森口主幹）
〔資料１:南河内小中学校に関する地域・保護者説明会結果報告書（概要
版）について説明〕
（海老原部会長） ただ今、事務局より説明がありましたが、ご質問等ございますか。
では、議事に移ります。
２ 議事
（１）校歌について
（海老原部会長） まず、校歌について、資料の説明をお願いします。
（森口主幹）
〔資料２：校歌歌詞改編検討結果について説明〕
（海老原部会長） ただ今、事務局より説明がありました。前回の会議で、３つの候補を作成
し、音楽の先生に検討をお願いしておりましたが、②を一部改編したも

のがふさわしいとの結果でした。実際に①、②、③の場合の音源をお聞
きになっていかがでしたでしょうか。委員の皆様のご意見をいただきた
いと思います。
（田澤部員）
依頼した先生方の検討は②でありましたが、②は「我が母校」という言
葉で終わっています。前半は、人に対してすなわち子ども達に対しての
内容なので、｢母校｣にしてしまうと、前半の歌詞に合わないのではない
でしょうか。人にかかる言葉の①か③の方がいいのではないかと感じて
います。
（海老原部会長） その前の部分との関わりからのご意見ですね。
（谷萩副部会長） 今のご意見に賛成です。前回も、高山部員からご意見が出たと思います
が、学校ではなくてそこに関わる人の方を入れた方がよいと思います。
これは、依頼した検討結果を参考にもう一度検討してもいいのでしょう
か。
（海老原部会長） そうです。この部会としての決定で、この上の設立準備委員会にあげま
すので、皆さんの意見で決定します。人に関わる文言を入れるとすると
①か③ではないかというお二人のご意見がありましたが、皆さんはいか
がですか。
（海老原剛部員） ③は覚える人からしたら、ややこしいかなと思うので、最後の一文は一
緒にした方がいいと思います。①か②がいいかと思います。その中で、
最後は人に関わる方がいいと思いますので、①がいいと思います。
（海老原部会長）
（塩沢部員）

（竹田部員）

（舘野部員）

覚えやすさからということと、人に係る言葉ということで①ですね。
確かにもとの文面では人に係っているかと思いますが、人にかけなくて
も意味は通じると思います。③の「仲間たち」は合わない気がします。
また①の「小中生」も今ひとつしっくりきません。
「我が母校」でよいと
思います。
人に係らなくても、自分たちはこういうふうな育ち方をしてきたという
ことを前半で伝えて、そんな「我が母校」が永遠に続くようにと考えれ
ば、流れはスムーズだと思います。３校が無くなるので、②の「我が母
校」がいいと思います。
音楽の先生方が、子どもたちが歌いやすいと考えて検討してくださった

のであれば、それでいいと思います。歌いやすい方がいいと思います。
（谷萩副部会長） 「母校」という言葉に無理があると思います。卒業生は「母校」と言い
ますが、在校生が「母校」と言うのであろうかと思います。在校生が歌
う校歌に｢母校｣を使うのはどうかと思います。
（竹田部員）
おそらく、卒業しても親しみを込めて歌い続けるものなので、違和感は
ないと思います。
（高山部員）
自分も歌いやすさが一番であると思います。音楽の先生が選んでくれた
②がいいと思います。
（海老原部会長） それでは、意見が割れましたので、挙手という形で決を採るということ
でいいですか。その結果を、この部会の意見として設立準備委員会に上
げたいと思います。
①２票、②１２票、③１票。

ありがとうございました。それでは、本作業部会では音楽教諭の検討結
果通り、また、１２名が推薦してくださったものとして、②を一部改編
した｢あゝ とわに みなみかわち わがぼこう｣が新校の校歌にふさわ
しいとすることで、設立準備委員会に報告するということでよろしいで
しょうか。
（高山部員）
歌詞の改編については、どこかに改編したことを明記するのでしょうか。
（森口主幹）
先進事例を参考に、作詞者のご遺族であります松田様に相談しまして、
何らかの形で示したいと思います。
（２）校章について
（海老原部会長） 続いて、校章について事務局より説明をお願いします。
（森口主幹）
〔資料３：南河内小中学校 新校章デザインアンケート結果表、追加資
料：アンケートに記載された主な理由について説明〕
（海老原部会長） ただ今、事務局より説明がありました。４つのデザイン案を各学校の在
校生を対象にアンケート実施した結果は、デザイン案４が最も高いもの
となりました。追加資料では、デザインごとの理由がまとめられていま
すが、子どもたちも自分たちの学校ということで、真剣に考えてくれた
結果かと思います。このアンケート結果を基に、本作業部会として結論
を出し、準備委員会に報告したいと思いますが、いかがでしょうか。
（田澤部員）
地域・保護者説明会でも、アンケートの結果を参考にしますという説明
をしました。私は個人的にもその結果と一致していますので、結果を尊
重していくことがいいのではないかと思います。
「かっこいいから」とい
う理由も、素直に受け入れていいのではないかと思います。
（海老原部会長） アンケートの結果を尊重してという意見ですが、いかがでしょうか。
（谷萩副部会長） 私もアンケート結果の通りでいいと思います。
「ＭＹＹＹ」もうまくデザ
インされていてよいと思います。
（海老原部会長） それでは、本作業部会では、デザイン案４が新校の校章にふさわしいと
し、準備委員会に報告するということでよろしいでしょうか。
（３）運動着、制服について
続いて、運動着、制服について事務局より説明をお願いします。
（上野ＣＯ）
〔資料４：制服、運動着等の価格比較一覧について説明〕
（海老原部会長）

ただ今、事務局より説明がありました。メーカーへの確認結果について
説明がありましたが、まず、ここまでの説明の中でご質問はございます
か。それでは、本日の会議で本作業部会として結論を出して、次回の準
備委員会に報告したいと思います。これまでの会議で決まったことを確
認してから、ご意見をいただきたいと思います。制服は、現行の南河内
中学校の制服とし、エンブレムのみを変更する。体操着も、ジャージー
上下、半袖運動着、ハーフパンツは現行の南河内中学校の体操着とし、
前期課程児童版を作製するということ。上履きも、現行の小学校で使っ
ている白色の上履き、中学校で使っている上履きとする。体育館シュー
ズも、現行の南河内中学校版とし、１年生から４年生は、マジックテー
プ式のシューズとする。校帽は、耐久性のある生地で、安全性から黄色
を基調としたもので、１年生から６年生までが着用する校帽とするとい

うことでした。本日は、校帽について何種類かサンプルがあるので、こ
の中から一つに決めていきたいと思います。また、先ほどの説明で、マ

（高山部員）
（伊澤部員）

（澤野部員）
（川俣部員）
（五月女部員）
（海老原部会長）
（小林部員）
（倉井部員）
（伊澤部員）

ジックテープ式の体育館シューズで中学校と同じ型のシューズがないと
いうことで、こちらも選んでいくことになります。よろしくお願いしま
す。まずは、今、お手元に回ったサンプルから、校帽についてご意見を
いただきたいと思います。
安全性、夏のムレ対応を考えると、６方ハットカラーデニムがよいと思
います。
安全性から、本当は黄色がいいのですが、耐久性から考えると、薬師寺
小が現在使っているデニムの帽子が丈夫で長持ちという点でいいのでは
ないかと思います。
６方シーチングがかぶりやすくていいと思いました。
薬師寺小で使っている帽子は、色落ちしないのでしょうか。
多少はします。それがいい感じという子もいるようです。
薬師寺小の子は、折ってランドセルに入れて保管しています。
６方ハットカラーは、ツバがしっかりしていますが、つぶれても大丈夫
そうです。
平天ハットと６方ハットシーチングは、横にリボンがついていますが、
男の子たちは嫌がらないでしょうか。
薬師寺小学校の帽子は、女の子もかぶっていますか。

（海老原部会長）
（田澤部員）

女の子もかぶっています。
スタートしても、今までのものを使っていてもよいという考え方でいい
でしょうか。
（海老原部会長） 運動着や上履きなど、全て買い換えのタイミングでそろえていくという
ことです。
（竹田部員）
そのやり方だと、何時までも変わらないということになりませんか。
（塩沢部員）
吉田西小学校では、夏は個人持ちの野球帽などになります。
（竹田部員）
色が黄色というのは、安全性と、児童を掌握しやすいということがあっ
たのが、揃わないとその効果がないということになります。
（伊澤部員）
市社会福祉協議会から１，０００円というのはどういうことですか。
（上野ＣＯ）

市の社会福祉協議会から、入学児童に通学帽購入のために１，０００円
の補助をするという制度です。一人１回だけ受けられます。
（海老原部会長） なかなか揃わないかも知れませんが、できるだけ早いタイミングで買い
替えていただくということで、通学帽を１つ決めたいと思います。６方
カラーは緑色なので、黄色系の色はありますか？
（上野ＣＯ）
カラーサンプルにはエッグという黄色系の色があります。
（海老原部会長） それでは、現在あるサンプルに、６方カラーのエッグ色を加えて、５種
類の帽子について、一人１回挙手をお願いします。
①６方カラー（緑）２票、②６方カラー（エッグ）５票、③天平０票、
④６方シーチング４票、⑤薬師寺小モデル４票。
意見が割れましたので、６方カラー（エッグ）、６方シーチング、薬師寺
小モデルの３種類で、挙手をお願いします。①６方カラー（エッグ）７

票、②６方シーチング５票、薬師寺小モデル３票。
それでは、今回は、６方カラーのエッグ色で決定ということでよろしい
でしょうか。
続いて、上履きについては、現行の通りで、色については校章が決まり
ましたら、その基調とする色に準じたものにしたいと思います。体育館
シューズのマジックテープ式のものについて、現在吉田東小で使ってい
るアキレス製のものと、吉田西小モデルのムーンスター製のものから選
びたいと思います。今皆さんに回しているシューズを確認して、一人１
回挙手をお願いします。
①アキレス製９票、②ムーンスター製６票。
それでは、原則１年生から４年生使用のマジックテープ式体育館シュー
ズは、アキレス製のシューズとします。
その他、赤白帽については、男子用、女子用があるのですが、前回の会
議でもありましたが、男子帽に統一するということでよろしいですか。
賛同の声
ありがとうございました。この結果を準備委員会に報告したいと思いま
す。
（４）閉校・開校準備について
続いて、閉校・開校準備について、事務局より説明をお願いします。
（森口主幹）
〔資料５：南河内中学校区４校の閉校に伴う予算検討状況について説明〕
（海老原部会長）

ただ今事務局より閉校に伴う予算の検討状況の説明がありましたが、４
校が足並み揃えて実施する方向で検討しております。よってこの予算は、
あくまで共通事項のものということです。その他は、各学校で実情に応
じて考えて行うことになります。ご意見、ご質問がありますか。
（倉井部員）
南河内中は、閉校に際して「花火」はありません。これは、新校の学校
母体でもあるので、開校に際して｢花火｣を打ち上げたいと思っています。
式の予算に組み入れていただこうと思っております。
（森口主幹）
開校式の予算要望に計上させていただきます。
（海老原部会長） では、実施内容を更に精査して、予算要望の準備をお願いします。ちな
みに、各小学校での花火打ち上げは、中学生は母校に行ってそれを見る
ということになりますね。
（５）その他
最後にその他ですが、部員の皆様より何かございますか。事務局から何
かありますか。
本日の議題内容は以上になります。活発なご議論、ご協力ありがとござ
いました。

