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４校統合協議会 第３回会議録（要旨） 

日 時：令和３年１０月１４日（木） １９：００～２０：３０ 

場 所：まいピア高田 多目的ホール 

出席者：委員３５名（欠席１名） 事務局８名 傍聴者２名 

 

１ 次第 

（１） 開会 

（２） 会長あいさつ 

（３） 報告事項  

（１） 通学安全部会の新協議項目について 

（２） ４校統合協議会の周知状況について 

（３） 各専門部会報告 

（４）協議事項 

議事 ○協議第７号 ４校PTAの統合に関する基本的事項について 

○協議第８号 施設・設備の安全に関する答申書（案）について 

○協議第９号 統合小学校の名称（案）の選定について  

その他 

（５） 次回協議会の開催日程について 

（６） 閉会 

 

２ 会議内容 

１ 開 会 

教育総務課長 本日は、ご多忙の折ご出席いただきありがとうございます。 

それでは、「開会のことば」を、岩間副会長、お願いします。 

岩間副会長 【開会のことば】 

２ 会長あいさつ 

教育総務課長  それでは、末吉会長、ごあいさつをお願いします。 

末吉会長 【会長あいさつ】 

教育総務課長 ありがとうございました。 

それでは、ここからの議事については、会長より進行いただきたいと思います。 

末吉会長 それでは、お手元に配布しておりますレジュメに沿って進めてまいります。 

３ 報告事項  

（１）通学安全部会の新協議項目について 

事務局 【事務局説明】 

（２）４校統合協議会の周知状況について 

事務局 【事務局説明】 

（３）各専門部会報告 

末吉会長 続いて、前回の統合協議会以降、各専門部会でそれぞれ協議をいただいてお
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ります。お手元には「会議結果概要報告書」が配布されておりますが、各部会長よ

り簡単に報告いただきたいと思います。では、組織部会長から順に報告をお願いし

ます。 

渋谷組織部会

長 

【組織部会の報告】 

末吉会長 次に、通学安全部会よりお願いします。 

足達通学安全

部会長 

【通学安全部会の報告】 

 

末吉会長 最後に、総務部会よりお願いします。 

髙田総務部会

長 

【総務部会の報告】 

 

末吉会長 ありがとうございました。以上で、報告事項については終わらせていただきます。

それでは、協議事項に移りたいと思います。 

４ 協議事項 

議事 

○協議第７号 協議第７号 ４校ＰＴＡの統合に関する基本的事項について 

末吉会長 「協議第７号 ４校ＰＴＡの統合に関する基本的事項について」、事務局より説

明をお願いします。 

事務局（畠野） 【事務局より説明】 

末吉会長 ただ今の説明について、何かご質問等はございませんでしょうか。 

委員  PTA 規約をこれから作っていかれるという事ですね。私どもも学校を核とした地

域づくりをコミュニティスクールでいろいろやっています。統合すると地域と子ども達

の関係が希薄になっていきます。ダメージをいかに少なくするのかという施策を、

PTA 規約の中に盛り込めないかと思っています。地域、育成会、子供会との関

係、この辺りをどうやったらベストなのかを考えて、新しい PTA 規約に盛り込んでい

ただきたいという要望です。 

末吉会長 ありがとうございました。今のご意見に対して、事務局からお願いします。 

事務局  ご意見ありがとうございます。地域との連携についてのご意見は以前からもいただ

いておりました。規約に盛り込むのが正しいのかどうかは今すぐご回答できませんの

で、いただいた意見をもって準備を進めていきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

末吉会長  今の答弁でよろしいでしょうか。 

 それでは他にございませんか。 

委員  二川校区では PTAではなく、育友会という名称になっています。開、江浦、岩田

では PTA という名称なのでしょうか。また、PTA という言葉を使うのでしょうか。二

川小では育友会となっており、就学家庭からも協賛金的な育友会費を納めていま

すが、その辺りの他の学校の状況がよく分かりません。今後、詰められるのでしょう

が、少しお尋ねしておきたいと思いました。 

末吉会長  事務局、答弁をお願いします。 

事務局  確かに二川以外は PTA（正式には父母教師会）という名称となっております。地

域からの協賛金等の取り扱いについても十分に協議が必要だと思いますが、今後
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の協議課題ということで考えております。 

末吉会長  今の答弁でよろしいでしょうか。 

 それでは他にございませんか。 

ないようですので、採決に移りたいと思います。 

協議第７号 ４校ＰＴＡの統合に関する基本的事項について、賛成される方は

拍手をお願いします。 

 【 拍 手 】 

 ありがとうございました。「協議第７号」については承認されました。 

それでは次へ進みます。 

○協議第８号 施設・設備の安全に関する答申書（案）について 

末吉会長 続きまして、「協議第８号 施設・設備の安全に関する答申書（案）について」、

事務局より説明をお願いします。 

事務局（中島） 【事務局より説明】 

末吉会長 ただ今の説明について、何かご質問等はございませんでしょうか。 

委員  二川小を現地調査した際にいろんなところを拝見しました。安全面については、

答申書へ異議申し立てるところはありません。個人的な意見ですが、二川小は山

に囲まれた敷地になっていて、しかも道が通っているという特殊な環境だと思いま

す。そのせいか、いろんな事が目につきます。雑草対策もそうですし、落ち葉もどん

どん落ちてきます。そして害虫対策は、桜の木等は毛虫の被害が考えられますし、

他にもムカデはいるし、蚊もいるでしょう。学校は大変だろうと思いましたが、ただ外

注するにしても予算関係が難しいのでしょうから、できるだけ学校関係者が対策を

講じるべきだろうと思いました。ということは、除草作業は外注する部分、それから

PTA でやる部分、あるいは住民、地域がやる部分を区別して実施するといいので

はないかと思いました。統合しますと人手も増えますし、声かけていただいたら、私

は真っ先に草刈り機を持って馳せ参じようと考えています。外注して対応できない

部分は、ルールを作ってサポートしていくというような事を、PTA の規約に盛り込ん

でいただきたいと思います。協力できる人はたくさんいると思います。そういったバッ

クアップ体制を今回作り上げたらどうだろうかと思います。それから先程のお話にあ

りましたが、二川小の現状の問題からのように私には見えました。どうしようもなかっ

たのでしょう。では、対処療法でやっていかれるのはいいと思いますが、なぜできな

いのかを、根幹の部分をじっくり考える必要があると思います。子どもの安全に関わ

ることですので、手当していかなければいけないと思います。PTA 規約案を作られ

る際に、安全・衛生・環境パトロールを、年２回でいいので実施しましょうと盛り込ん

でいただきたいと思います。そのメンバーは PTA と地域と教育委員会まで含めたと

ころとするという文言を入れ込めば、この問題は解決すると思います。そういったル

ールをこの際入れ込んで、統合を迎えたいと思います。 

末吉会長 ありがとうございました。学校としては大変ありがたいご意見ではなかったかと思

います。事務局答弁をお願いします。 

事務局 ご意見ありがとうございます。PTA の部分に関わることですので、今のご意見を

組織部会の方で協議させていただいて、反映できる分は協議したいと思います。 

末吉会長 他にご質問ありませんか。 

委員 今のご質問に関連してのお話ですが、先程、PTA の規約に地域との連携強化

についても一文入れて欲しいということでした。そして今回の設備等についても一文

入れて欲しいということですが、実際 PTA の組織としてそこまで、他の学校で行わ
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れているのでしょうか。あまりに規約に盛り込みすぎると後で大変になると思いま

す。大変になるからしない方がいいという事ではありませんが、あまり盛り込みすぎ

るのもどうだろうかと思いました。 

末吉会長 他校ではどのようになっているのか分かりますか。 

事務局 そういった部分を盛り込んでいる規約のある PTA はないように思います。規約と

しましては全体的な大枠をまず規定しまして、そこから色んな事業計画を組まれて

いると思います。いただいたご意見は、反映できるかできないかについては今後の

協議にかかってくると思いますので、そういうご意見をいただておりますということ

で、盛り込める部分については協議を進めていきたいと思います。 

末吉会長 今の答弁でよろしいでしょうか。 

 それでは他にございませんか。 

委員 学校の敷地内に一般車両が通行しているという事を初めて耳にしましたが、敷

地を通らないと、地域の方が通行できないのですか。迂回路はないのでしょうか。

学校の敷地内に、車両は通行しないようにできないのでしょうか。 

末吉会長 事務局お願いします。 

事務局 昔からの流れはあるかと思いますが、学校内を通る通路につきましては、あくま

で学校の私有地になります。本来であれば学校の敷地内ということで制限がかけら

れるものと考えておりますが、過去からの経過で、学校の敷地内に里道が走ってい

たということと、お隣の東側の山の上に神社がありまして、そこへの車での通行の

際、どうしてもグラウンドの脇から登っていかれると聞いております。一部昔から地

域の方がご利用されていた経過があるようです。ただ、そこ（学校の敷地）を抜けな

いと反対側に行けないということはありませんので、強引に進めるのではなく、今ま

での経過を踏まえながら、今後４００名以上の児童が通ってくることになりますの

で、安全第一という事で地域のご理解をいただきながら、そういった通行をされな

いような方向性で協議を進めていきたいと考えております。 

委員 ぜひ、お願いします。 

末吉会長 今の答弁でよろしいでしょうか。 

 それでは他にございませんか。 

無いようでしたら、採決に移りたいと思います。 

協議第８号 施設・設備の安全に関する答申書（案）について、賛成される方は

拍手をお願いします。 

 【 拍 手 】 

末吉会長 ありがとうございました。「協議第８号」については承認されました。 

「施設・設備の安全に関する答申書（案）」の（案）を消していただきますようお願

いします。 

それでは次へ進みます。 

○協議第９号 統合小学校の名称（案）の選定について 

会長  続きまして、「協議第９号 統合小学校の名称（案）について」説明をお願いしま

す。  

事務局 【事務局説明】 

会長 ただ今、統合小学校の名称案の応募状況、総務部会における選定結果の報

告、それから本協議会での選定方法について提案がございました。統合協議会か

ら教育委員会へ答申する名称案は１つにするということ。選定方法はまず意見交
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換等を行った後、１委員１票による投票を実施し、得票数の一番多かったものを

名称案として選定するということです。ここまでで、何かご意見、ご質問等はござい

ませんでしょうか。 

質問がなければこの７つの名称案について意見交換を行いたいと思いますの

で、思われたことなど自由にご発言いただきたいと思います。 

委員  名称案の中に、複数の書き方、読み方をされているものがありますが、もしこういっ

た名称案が選ばれた場合、さらに決戦投票のようなことをされるのでしょうか。 

末吉会長 事務局説明をお願いします。 

事務局 そういった形（決選投票）で行わせていただきたいと考えております。 

末吉会長 他に何かご意見等ありませんか。 

委員 この会議で校名が決まっていくのだと思います。私は開校区から来ていますが、

開小は１５０年続いてきました。おそらく皆さん、自分であればこの名称案を推した

いとか、若しくはこの名称案はふさわしいとは思わないとかあるのではないでしょう

か。ぜひ、そういった意見を出されてから投票に移らなければ、ただ数が多いだけ

で次の小学校に選んでいいのでしょうか。私の母も、１日くらい悩んで応募していま

した。皆さん頭を絞って応募されていると思います。総務部会でも意見交換なしで

の投票を実施されました。統合協議会の中でも意見交換なしで投票していいので

しょうか。今後１００年以上続く小学校になるかもしれないのに、そうやって決めて

いいのですか。 

末吉会長 そういった事で、皆さんの意見交換の場を設けております。今おっしゃったような

事を含めて、ご自分の考えがあれば申し述べていただきたいと思います。 

委員 いつまでに決めればいいのでしょうか。 

末吉会長 本日決めていただきたいと考えております。 

委員 「楠」という文字が入っている名称案の応募理由に、みやま市の木という事が記

載してありますが、統合するのは高田町なので、これは納得いかない理由だと思い

ます。みやま市全体が統合するわけではありませんので、４校の統合ですので、私

はそう思います。 

末吉会長 ありがとうございます。貴重なご意見だと思います。皆さん方もたくさんのご意見

を出していただきたいと思います。 

委員 今度の統合が終われば、旧高田町には小学校は統合校と桜舞館小学校だけ

になると思います。仮に高田小学校になった場合、イメージ的に高田中学校への

持ちあがりのような感覚を持たれかねないと思います。桜舞館小学校区でも、竹

海と飯江は確か高田中学校への進学を選択できるのでしたよね。 

末吉会長 答弁をお願いします。 

事務局 桜舞館小の統合時は、いろんな事情を鑑みながら、経過措置として数年間どち

らかを選べたという時期がございました。現在は、基本的に全て山川中学校という

ことになっております。 

委員 自分の認識が古いままだったようですので、今の意見は却下いたします。では、

旧高田町の小学校が、桜舞館小学校という新しい小学校になって、桜舞館小学

校の場合も校名の由来は詳しくは知りませんが、ちょっとハイカラな感じの名前にな

っていると思います。今回幾つか候補がありますが、造語ではないですが、もともと

あった地名とは関係ない名前もあって、高田町の桜舞館も、今度できる新校も歴

史的な地名とかに基づかない名前になってしまうのは少し寂しいという個人的な意
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見です。 

末吉会長 答弁をお願いします。 

委員 意見だけですので、結構です。 

事務局 ちなみに桜舞館は、近くに「桜舞橋」という橋があったり、川沿いに桜がたくさん咲

く公園もございまして、また地名の「舞鶴」という住所を表すような学び舎ということ

での名前がついているところです。 

会長 それでは他に何かご意見等ありませんか。 

ないようですので、投票に移りたいと思います。準備を行いますので少々お待ち

ください。 

 

投票用紙はお手元に届きましたでしょうか。10 分程お時間を取りますので、お

決まりになられた方から、前方の投票箱にお入れください。 

 【投票】 

末吉会長  投票の結果、最多であったのが「高田小学校」です。ただ、「高田小学校」には漢

字と平仮名、そして読み方が「たかた」と「たかだ」とありますので、再度投票を行い

実施していきたいと思います。 

委員 漢字で記載した場合は「たかた」ではなく「たかだ」なのでしょうか。 

末吉会長 ふりがなを書いて投票してください。 

事務局 今回は厳密に読み方につきましても記載をお願い致します。漢字については、

「たかた」と呼ぶのか「たかだ」と呼ぶのか記載をお願いします。 

末吉会長  正式には「たかた」だそうです。正式名称は「たかたまち」というそうです。中学校

も「たかたちゅうがっこう」だそうです。 

事務局  高田時代の広報誌も「広報たかた」でした。 

 【投票】 

会長  投票の結果、最多であったのが「高田（たかた）小学校」でしたので、４校統合協

議会では、「高田（たかた）小学校」ということで決定させていただきたいと思いま

す。 

 それでは、それでは続いて、答申書（案）について事務局よりお願いします。 

事務局 【事務局説明】 

会長 何か質問等はありませんでしょうか。 

ないようですので、続けて説明をお願いします。 

事務局（畠野） 【事務局説明】  

末吉会長 ただ今、説明のありました今後のスケジュールについて、何かご意見、ご質問等

はございませんでしょうか。 

ないようですので、協議第９号についての審議が終わりましたので、採決したいと

思います。協議第９号 統合小学校の名称（案）の選定について、賛成される方は

拍手をお願いします。 

委員 【拍手】 

会長 賛成多数と認めます。 

したがいまして、「協議第９号 統合小学校の名称（案）の選定について」は承認

されました。「統合小学校の名称（案）に関する答申書（案）」の後ろの方にある

（案）を消していただきますようお願いします。 
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それでは協議第８号と第９号の二つの答申書は、１０月１８日（月）に、正副会長

と総務部会長、通学安全部会長で、教育長にお渡ししたいと思います。よろしくお

願いします。 

その他 

末吉会長 それでは、「その他」でございますが、事務局の方から何かありませんか。 

事務局（畠野） 【事務局説明】 

末吉会長 マイナンバーの提出をお願いしたいということでしたので、よろしくお願いします。 

末吉会長 皆さんの方からは、何かございませんでしょうか。 

ないようですので、次に進ませていただきます。 

６ 次回協議会の開催日程について 

末吉会長 それでは、次回の開催日程について事務局よりお願いします。 

会長 次回は１２月１６日（木）１９時から、この場所でお願いしたいと思います。 

なお、それまでの間、各専門部会も計画されておりますので、よろしくお願いしま

す。それでは、以上をもちまして、第３回４校統合協議会の議事を終了いたしま

す。ご協力ありがとうございました。 

事務局 申し訳ありません。最後に１つ、本日決定しました校名につきましては、統合協

議会での選定が本日終了したということで、最終的には教育委員会での議決等を

踏まえ決定という事になりますので、そこのところご理解よろしくお願いします。 

１２ 閉会 

会長  委員の皆様には長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。 

 それでは最後に閉会のことばを、目野副会長よりお願いいたします。 

副会長 【閉会のあいさつ】 

 


