
【北鹿浜小学校と鹿浜西小学校の統合地域協議会】会議概要 

会 議 名 北鹿浜小学校と鹿浜西小学校の統合地域協議会第８回全体会議 

事 務 局 学校運営部学校施設管理課 

開催年月日 令和３年４月１５日（木） 

開 催 時 間 １９時０５分～１９時５８分 

開 催 場 所 鹿浜西小学校体育館 

出 席 者 

（敬称略） 

【統合地域協議会委員】 

・北鹿浜小学校 

 渡邉 淳子、矢部 俊久、添田 陽子、石塚 祐二、鹿浜 武夫、 

本庄 一広、鹿俣 昇、新井 雅晶 

・鹿浜西小学校 

 野辺 陽子、鈴木 健治、野辺 慎一、鈴木 三枝子、高橋 進、 

竹内 桃子、山下 宗孝、瀧 満裕 

【足立区】 

 学校施設管理課長 淺見 壽和、施設管理係長 岡田 聡 

 施設管理係員 尾花 龍太、彦田 美穂、大山 勝也 

 適正配置担当係長 菅原 隆司、大高 隆寛 

会 議 次 第 別紙のとおり 

資 料 

１ 次第 

２ 統合新校の校名案の一次選考結果【資料１】 

３ 校名案の最終候補６案【資料２】 

４ 統合新校の校章のデザイン募集及び選考に関する要領案等【資料３】 

そ の 他 

・ 傍聴者はなし 

・ 次回は８月下旬から９月上旬頃に北鹿浜小学校の体育館で午後７時

から開催予定 
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（審議経過） 

（１）校名案の最終選考について 

○野辺（陽）議長 

  それでは議題に入らせていただきます。

着座で失礼します。本日は統合新校の校名

案の最終選考となりますけれども、進行に

つきましては皆様のご協力をよろしくお

願いいたします。それでは１番の統合新校

の校名案の選考を行いますけれども、前回

の協議会で一次選考をしまして、最終候補

として６案を選定いたしました。今日はそ

の６案の中から一つを決めるわけですけ

れども、本日決定される校名案は協議会の

総意として決定されるものですので、ご自

分の希望どおりに校名が決まらないかも

しれませんが、その場合はご了承願いたい

と思います。それにつきまして何かご意見

がございましたら挙手でお願いいたしま

す。 

（挙手なし） 

  よろしいですか。それではこれから最終

選考を行いますが、どのように進めていけ

ばよろしいでしょうか。６案全部を検討し

ていくというのはちょっと大変かと思い

ますので、最終的に２つか３つ校名案を決

めまして、その中からさらに決めていくと

いう方法はいかがでございましょうか。よ

ろしゅうございますか。 

（意見なし） 

  ではそのようにさせていただきます。そ

れでは６候補はご存じですよね。残ってい

る６案。鹿浜西北、鹿浜未来、鹿浜、鹿浜

北西、鹿浜獅宝、鹿浜北星。この中から選

んでいただきたいんですけれども。まず最

初にこの中から２つか３つに決めたいと

思いますけれども、それでよろしいですか。 

  一人が１校だけ記入するか、それとも一

人が２校まで記入するか。それを皆さんで

決めていただきたいと思います。どうでし

ょうか。 

（意見なし） 

  では２校でいいかなと思う方はいらっ

しゃいますか。 

（半数以上が挙手） 

  半分以上いますね。それでは投票用紙に

ご自分で希望する校名案を１校もしくは

２校まで記入していただいて。無記名でも

構いません。もしお名前を書きたい場合は

余白に記入してください。 

（投票用紙配付） 

  よろしいでしょうか。自分のご希望のお

名前を１校もしくは２校まで。 

○鹿浜委員 

  無記名ですか。 

○野辺（陽）議長 

  書きたい方は書いてください。 

（校名案記入） 

  最終的に皆様の投票用紙を集計しまし

て、多い方から１番、２番までにするか、

それとも１番から３番までを最終候補と

するかというのを皆さんでちょっと決め

てもらっていいですか。ご意見いただきた

いと思います。 

  投票は２つでも１つでも構いません。最

終選考は残った方、上から３番目までを残

すか、それとも２番目までを残すか。例え

ば、１位が１つ、２位が同数で２つあれば

両方残すとか。同数でなければ１位と２位

を残す。これでよろしいですか。では１位

と２位まで残すということで。 

（投票用紙集計） 

  それでは集計の間に次の議題に移らせ

ていただきます。 

○鹿浜委員 

  ちょっと待ってください。今日は欠席者

がいるんじゃないですか。欠席裁判でいい
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んですか。 

○大高係長 

  北鹿浜小の校長先生と副校長先生は遅

れてくるという話は聞いています。 

○淺見課長 

  先生たちがきてから投票してもらって、

それを集計結果にプラスして出してもら

いますか。 

○渡邉会長職務代理 

  そうじゃないと人数の割合が合わなく

なっちゃいますからね。 

○淺見課長 

  校長先生と副校長先生がいらっしゃる

とちょうど同数になります。それでちょっ

とこういうコロナ禍の中でこういう会議

を開くということで、やはりなるべく短時

間でやる必要があるかなと思っています。

例えば何時まで待てるかというのはある

と思います。 

  それではすみません。とりあえず２番の

議題を少し進めさせていただいて、時間を

見ながら最終的には何時まで待てるかと

いうことで進行していただければと思い

ます。 

（２）校章と校歌案の募集について 

○野辺（陽）議長 

  それではまだ１番が終わっていません

けれども、２番の校章と校歌の募集につい

て、事務局の方から説明をお願いいたしま

す。 

○大高係長 

  それでは、議題の（２）校章と校歌案の

募集についてというところをご説明させ

ていただきます。お手元の資料３というも

のが、ホチキス留めのものがあるかと思い

ますので、そちらをご覧いただければと思

います。お手元にございますでしょうか。

よろしいでしょうか。 

  本日、無事に校名案が決まりましたら、

次は校章と校歌の案を決めていくことに

なります。その進め方ですけれども、校名

案の時と同様の形で校章のデザインと校

歌のフレーズまたは歌詞を公募しまして、

協議会で決めていくというような流れを

予定しています。資料３の１ページ目のと

ころをご覧ください。こちらは校章のデザ

イン募集及び選考に関する要領案になり

ます。募集についてですが、募集期間は６

月１０日から７月９日までの１か月間、応

募資格ですけれども、両校の児童及び保護

者と、あと足立区在住・在勤・在学の方及

び両校の卒業生です。周知及び応募用紙の

配付方法は、両校の児童及び保護者に応募

用紙を配付しまして、協議会ニュースで鹿

浜地区の小学校の保護者や町会・自治会

に周知をします。また、両校、あるいは鹿

浜区民事務所、学校施設管理課の窓口に応

募用紙を置くほか、区のホームページやツ

イッターで周知をします。応募方法につい

ては、両校や鹿浜区民事務所に応募箱を設

置しますので、そちらに投函していただく

か、学校施設管理課へ郵送またはＦＡＸ、

あるいは区ホームページからの送信とな

ります。今お話ししました応募資格と周知

及び応募用紙の配付方法、応募方法は校名

案の公募の時と同じです。注意事項としま

しては、応募は１人１点、１作品までとし

て、２点以上の応募があった場合は全て無

効という形にします。その他は記載のとお

りとなります。続いて裏面、２ページをご

覧ください。まず選考基準につきましては、

統合新校にふさわしいか、統合新校の地域

の特色を出しているか、あとは統合新校に

対する思いが伝わるか、の３点です。そし

て選考ですが、協議会で一次選考を行いま

して、候補作品を１０点程度選定していた
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だければと思います。その選定された候補

作品はデザイナーによる補正を行います。

補正というのは、手書きで書かれた線や文

字、色をプロのデザイナーに頼んできれい

に整えることです。そしてまた協議会を開

催しまして最終選考を行い、１点を選定し

ていただきます。続いて３ページをご覧く

ださい。こちらは保護者や地域の方への案

内文になります。裏面４のページが一般用

の応募用紙となっています。続いて５ペー

ジをご覧ください。こちらは児童への案内

文です。裏面のほうは児童に書いていただ

く応募用紙となっています。続いて７ペー

ジをご覧ください。こちらは校歌のフレー

ズまたは歌詞の募集及び採用に関する要

領案です。募集についてですが、募集期間、

応募資格、周知及び応募用紙の配付方法、

応募方法は、先ほどお話しした校章の時と

同じ内容になります。注意事項としまして

は、応募は一人１枚までとしまして、フレ

ーズや歌詞の数は特に定めないものとし

ますが、２枚以上の応募があった場合は全

て無効とします。その他は記載のとおりと

なります。続いて裏面、８ページをご覧く

ださい。校歌のフレーズの採用についてで

すが、採用基準は先程と同様に、統合新校

にふさわしいかどうか、統合新校の地域の

特色を出しているかどうか、統合新校に対

する思いが伝わるかどうか、の３点です。

採用選考ですが、協議会を開催して応募さ

れた全てのフレーズまたは歌詞の中から、

統合校の校歌にふさわしいものを採用し

ます。採用されたフレーズまたは歌詞につ

いては、別途依頼する音楽のプロの方が作

詞・作曲する際の参考として活用します

けれども、当然ですが、採用されたもの全

部が活用されるわけではありません。続い

て９ページをご覧ください。こちらは保護

者や地域の方への募集についての案内文

です。裏面の１０ページが一般用の応募用

紙となっています。下のところに参考とし

て現在の両校の校歌を掲載できればと考

えています。差し支えなければ、後日、両

校から校歌の歌詞を提供していただけれ

ばと思いますが、ご協力よろしくお願いい

たします。続いて１１ページをご覧くださ

い。こちらは児童への案内文になります。

裏面の１２ページが児童用の応募用紙と

なっています。こちらも下のところに参考

として現在の両校の校歌を掲載できれば

参考になると考えています。 

  校章と校歌案の募集については、雑駁で

すが以上となります。 

○野辺（陽）議長 

  ありがとうございました。ここまでで何

かご質問がある方がいらっしゃいました

ら、挙手をお願いいたします。 

（挙手なし） 

  北鹿浜小学校の校長先生と副校長先生

はあと５分くらいでいらっしゃるそうで

す。 

（鹿俣委員、新井委員到着） 

（鹿俣委員、新井委員投票） 

○淺見課長 

  今、集計をしております。それで集計結

果をコピーして皆様にお配りしますので、

ちょっとお待ちください。 

  寒いので、お手洗いに行きたい方は途中

でも抜けていただいて結構ですので。 

○野辺（陽）議長 

  校章と校歌案の募集について、特に意見

がないようですので、事務局のほうで何か

ありましたらお願いいたします。 

○大高係長 

  先程私が校章と校歌案の募集について

ご説明をさせていただいたところなんで
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すが、特にご質問やご異議などがなければ

こちらで想定している形で進めさせてい

ただければと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

（はい、との声あり） 

  はい。では次回の話を先にしてしまうん

ですけれども、校章の一次選考になります

が、公募を６月１０日から７月９日までの

１か月間行いまして、その後に事務局で集

計等がありますので、恐らく８月の下旬か

ら９月上旬くらいになろうかと思います。

ただ、だいぶ先のことですので、今の時点

では決められないかと思いますので、また

日程は会長と会長職務代理と学校とご相

談させていただきまして、また皆さんの方

にお伝えをさせていただければと思いま

す。そういった形で進めさせていただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

（１）校名案の最終選考について（続き） 

（投票結果配付） 

○野辺（陽）議長 

  それでは投票結果が出ました。一番多か

ったのが鹿浜未来。２番目が鹿浜西北。そ

して３番目が鹿浜と鹿浜北星。そして５番

目が鹿浜北西。６番目が鹿浜獅宝。上から

２つ目までとなりますと、鹿浜未来と鹿浜

西北。３番目は同票ですけれども、ここで

差があるので、１番と２番の、鹿浜未来と

鹿浜西北で決定していきたいと思うんで

すけれども、それでよろしいですね。それ

ではどうしましょう。だいぶ（票数が）離

れているんですけれども、予定どおりこの

２つの校名案のどちらかを選ぶというこ

とで、投票するということでよろしいです

かね。では２つの校名案のどちらかを。 

○大高係長 

  （各委員に）ご意見を聞いていただけれ

ばと思います。 

○淺見課長 

  この２つで、まあ違う投票をした方もい

るんですけれども、そういうご意見も良い

と思います。それでこの２つを選ぶときに、

やはりどちらが良いかだとか各自感想な

りご意見をいただいて、それを皆さんで参

考にしながら最後の決選投票をしていた

だければと考えております。 

○野辺（陽）議長 

  よく聞こえなかったかもしれませんけ

れども。 

○淺見課長 

  申し訳ありません。 

○野辺（陽）議長 

  もう全然圧倒的に鹿浜未来の方が多い

ので、これでいいじゃないかと思う方もい

らっしゃいますし、まだまだこっちに票が

これだけあるので、もしかしたら逆転する

かもしれないという意見もあるかと思い

ますが、いかがでしょうか。竹内さん、ど

うですか。２つから選ぶことになっていま

すが、上位２校で選ぶことになっています

けれども、圧倒的に票数に差がありますか

ら、このまま（鹿浜未来）でいいんじゃな

いのという意見と、まだこっちに票がある

から逆転する可能性もあるから投票した

方がいいんじゃないかという意見もある

かと思うんですが。 

○竹内委員 

  鹿浜未来は２番目かもしれません。一人

２票ということで、２番目に鹿浜未来を入

れた人がいるかもしれませんので、やはり

もう一回投票した方が良いと思います。 

○野辺（陽）議長 

  もう一度、ちゃんと２つの校名案でどち

らにするかというのを皆さんで投票して

いただくということですが、他にいかがで
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しょうか。北鹿浜小の校長先生。 

○鹿俣委員 

  大変遅くなりましてご迷惑をおかけし

ました。私、率直なところ、西北とか北西

とかというふうになると何かちょっと角

が後々残るような気もするので、そこはも

う一切入れない方が私は良いかなと思っ

ています。以上です。鹿浜とかも私、大好

きなんですけれども、ここにないのを言い

始めたらときりがないのですみません。長

くなるんでこの辺にしておきます。 

○野辺（陽）議長 

  ということで、投票しないということで

すか。 

○鹿俣委員 

  投票はしても構いません。 

○野辺（陽）議長 

  では鹿浜委員、いかがでしょうか。 

○鹿浜委員 

  皆さんのご意見どおりに従うつもりで

いますけれども、今うちの校長が言ったよ

うに、西と北が入るとやはりちょっと色々

あるから、ないのであればいいんじゃない

ですか。西と北を取ればいいんじゃないで

すか、それで。鹿浜未来でもいいんじゃな

いですか。 

○野辺（陽）議長 

  ではもう１回投票するか、このままでい

いでしょうか。 

○鹿浜委員 

  このままでいいんじゃないですか、決定

で。これだけの票があるんですから。 

○野辺（陽）議長 

  もうひとかた聞いておきたいと思いま

す。野辺委員、いかがですか。 

○野辺（慎）委員 

  私は上位２つはもちろんこれでいいと

思うんですが、特に６票の差がついている、

これだけ見れば６票の差がついたという

ことなんですね。やはり鹿浜未来というの

は皆さんもそういった気持ちを持って次

の投票に臨んでいただきたいと思うんで

すね。それと北鹿浜小の校長先生がおっし

ゃいましたけれども、西北とか北西とかが

出ると、どちらが先に出るかという話にな

りますので、つけないほうがいいかなとい

うことを私は今考えています。先程竹内委

員がおっしゃったように、これは１位２位

と２票を投票したものですから、鹿浜未来

がもしかすると２番目に投票した人が多

かったというようなことがあるといけな

いので、もう１回決選投票をするというの

がよろしいんじゃないかと思います。以上

です。 

○野辺（陽）議長 

  今までのご意見をまとめますと、やはり

最初に申し上げたように、上位２案で投票

してどちらかに決めたいと思いますので、

よろしくご協力をお願いいたします。それ

では投票用紙の配付を事務局からお願い

いたします。 

（投票用紙配付） 

（校名案記入） 

○野辺（陽）議長 

  先程は紙で出していただいたんですけ

れども、今回は２案だけですので、あちら

のホワイトボードに何票というふうに記

入していただければと思います。 

（ホワイトボードに投票結果記入） 

○淺見課長 

  鹿浜未来が１４票、鹿浜西北が２票です。 

○野辺（陽）議長 

  ありがとうございました。投票の結果、

鹿浜未来小が１４票、それから鹿浜西北小

が２票ということで、鹿浜未来小に決定と

いうことです。拍手をお願いいたします。 



- 6 - 

（全員拍手） 

  何かご意見はありますか。拍手をいただ

いたので、よろしいですかね。ありがとう

ございました。それでは議事の方は以上で

終了です。それでは事務局の方からお願い

します。 

○淺見課長 

  どうもありがとうございました。無事に

ですね、鹿浜未来小学校ということで、校

名を、案ですけれども、名前を協議会とし

て決めていただきました。本当にありがと

うございます。この後ですね、区長あてに

署名をしてご報告をするという形になり

ます。野辺会長と渡邉会長職務代理の両名

のお名前で署名をしていただいて、それを

区長報告とさせていただきたいと思いま

す。ちょっと今この場でできれば、お名前

を書いていただければと思いますが。 

（報告書への署名） 

  ありがとうございました。無事にご署名

をいただきましたので、これをお預かりし

て、区長に報告をさせていただきます。今

後の手続きに関してなんですが、議会へ報

告をした後に、区として校名案として決定

をさせていただくということになります。

その後、学校設置条例というものがあるん

ですけれども、そこにこの名前と場所を条

例として入れさせていただいて、新しい学

校が条例上でしっかり設置されるという

ような段取りになっています。基本的にそ

のような手続きで、来年の９月頃に議会に

かけていく方向でございます。この後、校

名案が決まりましたら、校章と校歌という

ことで、決めていただくことも先程説明さ

せていただきましたが、ありますのでまた

引き続きご協力よろしくお願いいたしま

す。以上です。 

○野辺（陽）議長 

  以上なんですけれども、校名案の最終選

考及び校章と校歌案の募集のことでご意

見やご希望はございますか。一人一人に感

想を聞くんですか。 

○大高係長 

  すみません。鹿浜未来を選んだ理由につ

いて確認していただきたいんですが。こう

いう理由で協議会として鹿浜未来にした

というのを。一人一人に意見を聞くのでは

なくて。 

○野辺（陽）議長 

  鹿浜未来小になぜしたかという、どこが

良くてこうしたんだということを言わな

ければならないようなんですけれども、私

が言っちゃうと私の意見になりますんで、

一人ずつと言ったのがいけなかったのか

もしれませんが、こうなんだよと、私はこ

ういう気持ちで（鹿浜）未来にしたという

のを聞かせていただければありがたいん

ですけれども。添田さん。 

○添田委員 

  ここ（資料２）に（公募で鹿浜）未来と

投票した方の意見があって、読まさせてい

ただきまして、未来がとてもきらきらする

ようにということで、私も同感で、本当に

一人一人が主役で、こう全世界に羽ばたい

ていくような、本当に未来の希望あふれる

子どもたちに成長していただきたいなと

いう想いで（鹿浜）未来がとてもいいんじ

ゃないかなと思って投票させていただき

ました。 

○野辺（陽）議長 

  他にありますか。 

○鹿浜委員 

  それしかないんじゃないでしょうか。 

○野辺（陽）議長 

  みんながそう思っていると思いますの

で、それでよろしいですか。 
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（全員拍手） 

  それでは鹿浜未来小学校に決定という

ことで、全て終了いたしました。ご協力あ

りがとうございました。進行を鈴木副会長

にお戻しします。 

（議事終了） 

 

以上 


