（会議の経過）第３回宍粟市学校規模適正化蔦沢地区協議会
発言者

発言内容
次第１．開会

事務局

本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。
現在、新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる国の緊急事態宣言が、兵庫
県に発出されております。
宍粟市においても感染防止対策として、夜間の会議も含め、施設利用が午後
８時までとなっておりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
それでは定刻となりましたので、ただいまから第３回宍粟市学校規模適正化
蔦沢地区協議会を開会させていただきます。
協議会については、原則公開ということで開催させていただいておりますの
でよろしくお願いします。
また会議資料につきましては、事前に送付させていただいておりますが皆さ
んございますか。
会議については、マイクシステムを使用して進行させていただきます。発言
される場合は、挙手の上、スピーカ台の中央にあるスイッチを押していただい
てから発言をお願いします。また発言が終わられましたら、スイッチを再度押
してマイクを切っていただきますようお願いします。
それでは次第に沿って進めさせていただきます。
会議次第２．あいさつとして、会長様よろしくお願いいたします。
次第２．あいさつ

会長

皆さんこんばんは。非常に蒸し暑くなってきておりますが健康には十分注意
されてお過ごしいただきたいと思います。現在、緊急事態宣言が発出されてい
ますので、本会議もスムーズに進行できるようご協力いただき、午後８時まで
には終了できるようお願いしたいと思います。
簡単でございますけども挨拶とさせていただきます。

事務局

ありがとうございました。また、本日は教育委員会より教育長が出席してお
ります。教育長よりあいさつ申し上げます。

教育長

皆さんこんばんは。日頃のお仕事等で大変お疲れの中、第３回目となります
学校規模適正化蔦沢地区協議会に出席いただきましてありがとうございます。
また、正副会長様をはじめ委員の皆様方には、校区を再編し、来年４月の新
校の開設に向け、それぞれの立場で協議等にご尽力賜っておりますこと心より
御礼申し上げます。
新型コロナウイルス第５波の状況の中で、本協議会を開催するのはどうかと
いうようなことも思いましたが、来年４月の開校に向けたスケジュールを勘案
すると、本日の第３回協議会は、重要な会議となりますので開催させていただ
くこととしました。どうぞご理解をよろしくお願いいたします。
中々、コロナの終息が見えない中でありますが、来年の４月には、本当に子
どもたちが安心して、新しい学校に登校できるよう願うばかりです。
蔦沢地区の学校規模適正化については、これまで様々な議論を経て、最終的
に子どもたちの学びや育ちを中心に考えたときに、できるだけ早い時期に一定
規模の集団を確保して、子どもたちにとって本当によりよい教育環境を創造す
ることが大切であるという考えのもと、皆様方の協議が進められておりますこ
とに本当に感謝申し上げます。教育委員会といたしましても、これまでの貴重
な議論、地域の方々や協議会の皆様方の思いをしっかりと受け止めながら、よ
りよい教育環境づくりに努めていきたいと考えております。
本日は、協議会の総意として、新校にふさわしい校名が選定されるよう、よ
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ろしくお願いしたいと思います。
事務局

ここからの進行につきましては、協議会規則第６条の規定により、会長様よ
ろしくお願いいたします。
次第３．前回会議録の確認について

会長

それでは、ここからは私の方で進めさせていただきます。次第３．前回会議
録の確認について事務局より説明をお願いいたします。

事務局

前回会議録の確認について説明いたします。
７月 21 日に開催されました、第２回宍粟市学校規模適正化蔦沢地区協議会
では、報告事項１件、協議事項２件あり、いずれも確認または承認いただきま
した。会議の経過については会議録として取りまとめをさせていただき、委員
の皆さんへ修正等の確認依頼をさせていただきました。
また、会議録については公開となりますので、発言者欄については、会長、
副会長、委員、事務局とさせていただいています。
本日、承認をいただきますと、会議録署名後、市のホームページにて公開さ
せていただきます。
以上で説明を終わります。

会長

ただいま前回の会議録につきまして説明がありましたが、ご意見ご質問はご
ざいますか。
（意見等なし）
それでは会議録につきましては、会長署名後、市のホームページで公開して
いきますのでよろしくお願いいたします。
次第４．報告事項
（１）報告第３号

会長

次に、次第４．報告事項に移ります。
（１）報告第３号

事務局

校名の応募結果について
校名の応募結果について事務局より説明をお願いします。

会議資料１ページをご覧ください。
報告第３号

校名の応募結果について

校名の応募結果について報告する。
令和３年８月 26 日報告
宍粟市学校規模適正化蔦沢地区協議会

会長

校名の応募結果について、別添のとおり報告する。
資料２ページをご覧ください。
６月 15 日から７月 15 日にかけて校名の募集を行いました。その結果、167
点の応募があり、うち有効応募数は 160 点で、校名の種類は 61 点ありました。
また、無効応募数は７点で、無記名のものが３点、一人が複数応募されたもの
が４点ありました。応募のあった校名については、資料３ページから６ページ
に掲載しております。また、掲載の理由については、応募者の書かれた理由の
主なものを抜粋しております。
以上で、報告第３号について説明を終わります。
会長

ただいま事務局の方から説明がありましたが、委員からご意見、ご質問はご
ざいませんでしょうか。
（意見等なし）
意見等ないようですので、次に進みます。
（２）報告第４号

会長

（２）報告第４号

専門部会における検討状況（その２）について
専門部会における検討状況（その２）について、事務局
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より説明をお願いします。
事務局

資料７ページをご覧ください。
報告第４号

専門部会における検討状況（その２）について

専門部会における検討状況（その２）について報告する。
令和３年８月 26 日報告
宍粟市学校規模適正化蔦沢地区協議会

会長

専門部会における検討状況（その２）として、別添のとおり報告する。
資料８ページから各部会の報告になりますが、はじめに、総務部会について
部会長より報告いただきます。
総務部会長

総務部会における協議状況について、部会の開催日は令和３年８月２日午後
７時より、伊水小学校体育館会議室で行いました。
協議及び確認内容として、校名第１次選考について、応募のあった 61 種類の
校名から、総務部会員がそれぞれ５点以内を投票し、投票数の多かった８点の
校名を第１次候補として選定しました。なお、第１次候補は投票で複数票を得
た校名とし、得票数が１票のみの校名は除くこととしました。資料の９ページ
が第１次候補の校名一覧となります。
また、通学路及び遠距離通学対策について、令和４年４月の自治会ごとの児
童数見込み、学校から各自治会（公民館等の中心施設）までの通学距離につい
て確認しました。この中で、遠距離通学となる一定の基準が片道４kmとなるこ
と、また、適正化により通学路が変わり、安全性の確保に不安がある場合、さ
らに、地理的条件や保護者負担などの特殊事情がある場合について、遠距離通
学対策として検討していくことを確認しました。
今後の予定についてですが、協議会での校名が決定以降で部会を開催し、遠
距離通学対策等について引き続き協議検討を行うこととしています。
以上で、説明を終わります。

事務局

それでは、資料 10 ページから、その他の部会報告について、事務局より一括
して説明させていただきます。
専門部会報告書
教務部会

部会長

教務部会の協議経過及び結果について報告する。
令和３年８月 26 日
教務部会では、第２回目となる会議を８月４日に開催しました。検討事項の
うち、家庭調査票、日課表・時程及び校報については、大枠を作成しました。
今後は、新校の開校後に再確認することとして協議を完了しました。
また、交流学習について、全校一斉のものを２回、学年ごとのものを数回、
２学期以降に実施することとしています。
その他の事項については今後協議を進めていきます。
次回の開催予定として８月 18 日ということで、既に開催しているところで
すが、報告書については、次回の協議会であらためて提出させていただきます。
以上で、教務部会の報告を終わります。
次に、資料 11 ページをご覧ください。
専門部会報告書。
児童指導・保健体育部会

部会長

児童指導・保健体育部会の協議経過及び結果について報告する。
令和３年８月 26 日
児童指導・保健体育部会では、７月 26 日に、第１回に引き続き教職員による
部会を開催しました。部会では、制服、通学靴、上履き、帽子、体操服、水着
等について、両校の状況を確認する中で、現在使っているものはできるだけ活
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用できるようにすること、費用面を考慮し、校章は入れずに活動しやすいもの
にすること、男女兼用の帽子や水着を取り入れることなどのすり合わせを行い
ました。
今後の予定として、８月 23 日に全体の部会を開催していますので、報告書に
ついては、次回の協議会であらためて提出させていただきます。
以上で、児童指導・保健体育部会の報告を終わります。
次に、資料 12 ページをご覧ください。
専門部会報告書
庶務・経理部会

部会長

庶務・経理部会の協議経過及び結果について報告する。
令和３年８月 26 日
庶務・経理部会については、７月 20 日に第２回の部会を開催し、統合する備
品の確認作業、新しい備品台帳の作成、学校統合に係る事務処理について協議、
確認を行いました。
部会では、引き続き見通しを持ちながら、検討事項に取り組んでいくことと
しています。
以上で、庶務・経理部会の報告を終わります。
次に、資料 13 ページをご覧ください。
専門部会報告書
図書部会

部会長

図書部会の協議経過及び結果について報告する。
令和３年８月 26 日
図書部会では、７月 12 日に第２回の部会を開催し、蔵書の分類、図書の廃
棄、移転、またボランティアについての協議、確認を行いました。
引き続き、蔵書の一覧表の作成に取り組むとともに、その他の事項について
も具体的に調整を行っていくこととしています。
以上で、報告第４号の説明を終わります。
会長

ただいま事務局の方から説明がありましたが、委員からご意見、ご質問はご
ざいませんでしょうか。
（意見等なし）
意見等ございませんので、次に進みます。
次第５．協議事項
（１）協議第７号

会長

校名（その２）について

次に、次第５．協議事項に移ります。
協議第７号

校名（その２）についてを議題とします。事務局より説明をお

願いします。
事務局

資料 14 ページをご覧ください。
協議第７号

校名（その２）について

校歌（その１）について提出する。
令和３年８月 26 日提出
宍粟市学校規模適正化蔦沢地区協議会

会長

令和４年４月１日に開校する学校名については、宍粟市立●●小学校とする。
提出理由は、令和４年３月 31 日をもって、伊水小学校及び都多小学校を閉校
し、令和４年４月１日に、新たに設置する学校の名称を定める必要があるため
です。
資料 15 ページをご覧ください。
前回の協議会で承認いただいた校名選定要領になります。
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先ほど、総務部会長から報告がありましたように、第１次候補として８点の
校名を選定いただいております。
この中から、新しい校名を協議会として決定いただくことになります。
まず、第１次選定として、協議会委員の皆さんが、新校にふさわしいと思う
校名をそれぞれ２点投票していただきます。そして、得票数の多かった上位３
点を第１次候補として選定します。
次に、最終選定として、第１次候補３点の中から、新校にふさわしいと思う
校名１点をそれぞれ投票していただきます。そして、得票数の最も多かった校
名を新校の校名として決定いただきます。
選定における特記事項として、まず、第１次選定において、得票数が同数に
より３点を超える場合は、その数をもって第１次候補とします。
また、最終選定において、得票数が同数となった場合は、決選投票により校
名を決定することとしています。
また、前回の協議会でも説明させていただきましたが、応募のあった校名ご
との応募数は、公表しません。
最後に、開票立会人として、協議会委員から２名を選出させていただくこと
としています。選出については、事務局より指名をさせていただきたいと考え
ています。
開票立会人として、２名を指名させていただきます。よろしくお願いいたし
ます。
なお、投票いただく校名の候補８点については、資料 16 ページに掲載のとお
りです。
以上で協議第７号
会長

校名（その２）についての説明を終わります。

事務局から説明がありましたが、皆さんからご意見やご質問はありませんか。
本日、この場で新しい小学校の校名を選ぶわけですが、皆さんの中で、思いが
あるならば、具体的な校名は出さずにご意見をお聞かせ願いたいと思うのです
がいかがですか。
（意見等なし）
意見等ないようですので、これから第１次選定を始めさせていただきます。
事務局、投票の準備をお願いいたします。また、開票立会人に指名された委員
におかれましては、どうぞよろしくお願いをいたします。
事務局より投票用紙が配付されますので、委員の皆さん、記入をお願いしま
す。記入後、事務局が用意した投票箱に入れていただくようお願いいたします。
（各委員投票）
投票が終わりましたので事務局並びに開票立会人の皆さんは開票をお願いし
ます。
開票結果が出るまで、しばらくお待ちください。
（別室にて開票）

会長

第１次選定結果が出ましたのでお知らせいたします。
上位３点の校名のみ発表します。
４番

蔦沢（つたざわ）

５番

つたざわ

６番

山崎北（やまさききた）

以上を第１次候補とします。
続きまして最終選定に移ります。
事務局、投票の準備をお願いします。投票用紙が配付されますので各委員の
皆さんは記入をお願いします。記入後、事務局が用意した投票箱に入れていた
だくようお願いいたします。
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（各委員投票）
投票が終わりましたので事務局並びに開票立会人の皆さんは開票をお願いし
ます。
（別室にて開票）
会長

開票が終わりましたので、投票の結果をお知らせいたします。
４番

蔦沢（つたざわ）

１３票

５番

つたざわ

６番

山崎北（やまさききた） ４票

２票

この結果、令和４年４月１日に開校する学校名は、宍粟市立蔦沢小学校とな
ります。
お諮りします。この校名を協議会での決定事項として教育委員会に報告して
よろしいでしょうか。承認される方は拍手をお願いします。
（拍手多数）
拍手多数により、協議第７号

校名（その２）については、令和４年４月１

日に開校する学校名を、宍粟市立蔦沢小学校とすることで決定します。
次第６．その他
会長

次に移ります。次第６．その他について事務局より説明をお願いします。

事務局

事務局より、その他について説明させていただきます。今、校名を協議会と
して、宍粟市立蔦沢小学校とすることで決定いただきました。
今後の流れとしましては、まず会長名で教育委員会へ校名を報告いただきま
す。その後、市の広報等で周知をさせていただき、少し先になるのですが、年
明けになりますが、伊水小学校及び都多小学校の廃止、また蔦沢小学校の設置
について、教育委員会で承認をいただき、最終的には市議会へ関係する条例を
提出し、可決をもって新しい学校の校名と位置について正式決定されることと
なります。
令和４年４月１日から新しい学校名としてスタートできるよう、事務手続を
確実に進めていきたいと考えています。
また、校歌、校章の募集については、前回協議会で承認いただいたスケジュ
ールで進めていきますので、その状況については、次回以降の協議会であらた
めて報告させていただきます。
事務局からは以上です。

会長

ただいま事務局から説明がありました。校名が決まりましたので校歌、校章
の募集について事務局のほうで準備をよろしくお願いします。その他ご意見ご
質問はありますか。
（意見等なし）
次第７．次回開催日程について

会長

次に移ります。次第７．次回の開催日程について事務局より提案があります
でしょうか。

事務局

次回開催日程についてですが、令和３年９月 29 日（水）午後７時から、生涯
学習センター学遊館研修室で開催させていただきたいと考えています。会長よ
りお諮りいただいてもよろしいでしょうか。

会長

事務局より次回開催日程について提案がありましたが、皆さんよろしいでし
ょうか。
（委員了承）
それでは、次回の開催日程を、令和３年９月 29 日（水）午後７時から、生涯
学習センター学遊館研修室で開催することで決定します。
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以上で、本日の課題は終了しますので進行を事務局へお返します。
次第８．閉会
事務局

会長様、議事進行ありがとうございました。また、委員の皆様慎重審議いた
だき誠にありがとうございました。それでは第３回協議会の閉会にあたりまし
て、副会長様一言よろしくお願いいたします。

副会長

本日は、地域の皆さんから応募いただいた新しい学校名につきまして、この
協議会委員の皆様方の投票により、新しい学校名が蔦沢小学校ということに決
定いたしました。
これから、この蔦沢小学校にふさわしい校章を、地域の皆さんより応募いた
だくことになりますが、その他の検討事項も含めて、協議会委員の皆様にいろ
いろと協議・決定していただくことが残っております。どうかよろしくお願い
いたします。
本日はどうもありがとうございました。

終了（午後７時 56 分）

※発言者の表記は、「会長」、「副会長」、「委員」
、「事務局」とする。
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