
町教委への報告日：令和４年３月１０日

第５回 押水地区総務部会報告書
(合同開催)

第５回 志雄地区総務部会報告書

開催日時 令和４年３月９日（水）午後７時００分 ～ 午後８時００分

開催場所 町民センターアステラス２階 第１・２研修室

委員出欠

（押水地区）

押水第一小学校ＰＴＡ会長 北本 優平 欠席

押水第一小学校ＰＴＡ母親代表 酒井 瞳 出席

宝達小学校校長 金谷 外志弘（部会長）出席

宝達小学校教頭 萩 めぐみ 出席

宝達小学校ＰＴＡ副会長 越野 奈美 出席

相見小学校校長 清水 ひとみ 委任状

相見小学校ＰＴＡ会長 近岡 宏介 欠席

相見小学校ＰＴＡ母親代表 定免 綾香 欠席

相見保育所保護者会会長 大窪 唯 欠席

委員出欠

（志雄地区）
樋川小学校ＰＴＡ副会長 中村 喜枝 出席

志雄小学校校長 坂井 雪絵 （部会長）出席

志雄小学校教頭 寺口 茂美 出席

志雄小学校ＰＴＡ会長 土一 薫義 出席

志雄小学校ＰＴＡ母親代表 田上 麻希子 出席

中央保育所保護者会会長 百万 友貴 出席

委員以外の出席者 なし

会議要旨

（議題及び合意事項）

議事

（１）校名候補の選考について

・「押水第一小学校と宝達小学校と相見小学校がひとつにな

る小学校」、「樋川小学校と志雄小学校がひとつになる小学

校」それぞれに１０校の候補を選定した。

※資料は非公開

（２）校歌について（意見聴取）

（押水中学校校歌）

・歌詞の単語や意味が難しい。新１年生には難しいのではな

いか。

・統合小学校２校で、１校は旧中学校の校歌、１校は新しい

校歌となったらバランスが悪いのではないか。

・中学校の校歌の音域が小学生の音域に合うのか。

・新しく校歌を作った方が、元気にのびのびと歌えるのでは

ないか。

（志雄中学校校歌）

・古い軍歌のような感じを受けた。

・メロディが歌えるのかなと思った。

・言葉が難しい。

・現志雄小学校の校歌でよいと思う。



・志雄地区卒業生だが、同窓会で小学校の校歌の方が歌え

た。

・校名が志雄小学校になったら、校歌もそのまま使うとよ

い。

（３）制服・体操服について

〇制服について

・２校同じ制服のものとし、イートン型（襟なし）ダブルの紺

色に決定。町民に知らせるのは、体操服の決定後、同時にす

る。知らせるのがいつ頃なのか時期を決めておく。

・制服の導入時期は新しい制服が決定し、町内の販売店側が販

売可能となった時点から、統合前の各校において、新しい制服

の導入を開始する。在校生の児童については、保護者への経済

的負担を考慮して旧制服の着用を可能とし、着用期限は設けな

いものとする。

・制服 130ｃｍサイズの税込販売価格

上衣 14,504 円 長ズボン 8,690 円 半ズボン 5,535 円

スカート 8,496 円

・町内販売店

うえの呉服店 こしの呉服店

洋装の金守 （株）橋詰商店・じゅん

〇体操服について

・新しい体操服として、吸汗・速乾・防汚・透け防止機能や町

のイメージカラーを考慮したものを３種類選定し、各小学校に

展示（４月１日～４月３０日）して保護者、教職員からの投票

により決定する。

・保護者には、４月の授業参観や PTA 総会時に実物を見て、家

庭での子どもの話も加味しながら判断してもらう。また、子ど

もの人気投票結果も各学校に掲示し参考にしてもらう。

・投票用紙には、記名欄をつくり、長子の保護者１名につき１

票応募箱に入れてもらう。応募用につける○が２つ以上つけら

れたものは無効とする。

・１位が同票だった場合、保護者票が多いものを選ぶ。教員用

は学校でまとめて回収し、保護者票と混ざらないようにする。

今後の課題

（次回の論点）

・制服、体操服の決定を町民に知らせる時期、購入できる時期を

決めておくとよい。

そ の 他

（町教委への

伝達事項等）

・次回の総務部会の独自開催はなし。

統合準備委員会全体会開催は３月２３日（水）１９時半～

報 告 者 宝達小学校 教頭 萩 めぐみ



第５回 小学校統合準備委員会総務部会 次第

日時：令和４年３月９日（水）

場所：町民センターアステラス

１ 部長あいさつ

２ 議 事

（１）校名候補の選考について

（２）校歌について（意見聴取）

（３）制服・体操服について（資料１・２）

（４）その他



１　校名候補の選考について

①決定までのスケジュール

準備委員会（総務部会） 教育委員会 校名選定懇話会 町議会・小学校統廃合特別委員会

３月

3/ 9　第5回総務部会
　　・10候補の校名選考

3/23　小学校統合準備委員会
　　・10候補の校名報告

　町教育委員会
　10候補の報告

４月
　候補の絞り込み
　10候補→3候補

　3候補の校名報告

５月

　町議会全員協議会

６月
６月町議会
　・条例改正議案の提出
　・条例改正案の可決（最終決定）

校名内定校名内定
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②選考方法（案）

・１人１候補挙げ、候補を２校以内に絞り込む。

・選んだ候補については、選定理由を付した報告書を作成し、小学校統合準備委員会に報告する。
　

　選考

学　校　名 選　考　理　由　等

- 2 -



【参考資料】

旧の中学校の校歌

押水中学校 志雄中学校

現在の小学校の校歌

押水第一小学校 宝達小学校

作詞 藤田 福夫

作曲 供田 武嘉津

１ 北国のしづめと仰ぐ宝達は希望の高嶺

大らかに雲と相呼び緑なす木木の若枝

空さしてのびゆくところ

ああわれら明日をひらかむ

２ 押水の泉にちなむしろがねの水の校章

清らかなる誇りのもとに集い来る

ちぎりは深く

若き日の三年を此処に

ああわれら道を修めむ

３ 紺青の潮をめぐらす美しき能登の春秋

浜に見よ松は茂れり野に出でよ

稲はみのれり

なごやかにゆたけき郷土

ああわれらともに讃えむ

４ 日本海沖にひびかう白波の

高きたてがみ

学び舎の窓べに望みきたえいく

ただしき心

もとめゆく真理の光

ああわれらつね学ばむ

作詞 網 祐次

作曲 小松 耕輔

１ 邑知の平野 北にのび

おちこちの山 深みどり

麗しきかな わが郷よ

ならわし篤き わが郷よ

教えの光 ここにてる

２ 国のあゆみの たゆみなく

進みてやまぬ 文の道

よしやゆくての 遠くとも

などかひるまん わが友よ

ああ若人の 血は燃ゆる

３ 志雄山上に 月冴えて

はるけき浪路 日本海

自然のさとし かくのごと

正しく強く 進まなん

理想の彼岸 のぞみつつ

作詞 中泉 武彦

作曲 山崎 梅吉

１ 黄金波打つ 実りは豊か
こ が ね

親しみ睦ぶ 平和なる町

ここ押水の 桜が丘に

朝夕はげむ 楽しき団樂
ま ど い

ああ我等の 第一小学校

２ 朝に仰ぐ 輝く御前
あした

夕べに拝む 砂丘の入り日

日ごといそしむ 学びの庭に

若き希望の ゆくては遥か

ああ我等の 第一小学校

作詞 藤田 福夫

作曲 石本 一雄

１ あしたゆうべに雲なびく

見よ宝達の高き峰

青葉のこずえ空を呼び

裾野に光りさすところ

若草めぐむ学園に

われら日本の子とならん

２ 黒土深く水清き

開け押水の野のひびき

稲のみのりに風そよぎ

川瀬の琴の鳴るところ

希望の窓の学園に

われら郷土の子とならん



相見小学校 樋川小学校

志雄小学校

作詞 密田 良二

作曲 石本 一雄

１ 能登路に仰ぐ 宝達の

高根のみ雪 きえゆけば

春日の光 静かなる

学びの園に手をとりて

あかるくわれら そだちゆく

あかるくわれら そだちゆく

２ 北の海原とうとうと

流るる潮の音たえず

はまなす匂う 浦ちかき

相見が丘に集い来て

おおしくわれら 伸びてゆく

おおしくわれら 伸びてゆく

３ 遠き伝えを 吹きわたる

古城の松の 風にきき

こがねの穂波 うつくしき

ふるさとの野に いざわれら

新たなる世を ひらかなむ

新たなる世を ひらかなむ

作詞 網 祐次

作曲 岡部 幸雄

１ とよさかのぼる 朝日かげ

紅そむる 邑知野の

ひろく清きを 心とし

学びの道に いざや勉めん

２ 波の音ひびく 夕まぐれ

とわにゆるがぬ 宝達の

眺めゆかしき 樋の川に

生い立つわれら いざやはげまん

作詞 谷原 知章

作曲 本多 敏良

１ 志雄の山脈 日に映えて

望み大きく 新しい

国の姿を えがきつつ

豊かな知識 求めよう

２ 田畑うるおす 子浦川の

清きをおのが 鏡とし

誠の道を 守りつつ

明るい心 養おう

３ 日本海の 荒波を

乗り切る如く たくましい

耐える力の あふれいる

強い身体 鍛えよう



（資料１）
１ 制服について

２校同じ制服のものとし、イートン型（襟なし）ダブルの紺色に決定。

２ 制服の導入時期

新しい制服が決定し、町内の販売店側が販売可能となった時点から、統合前の各校において、新しい制服の導入を開始する。在校

生の児童については、保護者への経済的負担を考慮して旧制服の着用を可能とし、着用期限は設けないものとする。

３ 小学校制服

※130ｃｍサイズの税込販売価格表

４ 町内販売店

・うえの呉服店 宝達志水町免田イ 50
・こしの呉服店 宝達志水町河原ホ 15
・洋装の金守 宝達志水町今浜ヘ 312
・（株）橋詰商店・じゅん 宝達志水町荻市リ 54

学 校 制 服 上 衣 長ズボン 半ズボン スカート

新統合小学校

（２校）
１４，５０４円 ８，６９０円 ５，５３５円 ８，４９６円



（資料２）
１ 体操服について

新しい体操服として、吸汗・速乾・防汚・透け防止機能や町のイメージカラーを考慮したものを３種類選定し、各小学校に展示し

て保護者、教職員から投票により決定する。

２ 小学校体操服 ※110～150ｃｍサイズの税込販売価格表

１案 ２案 ３案

販売価格 販売価格 販売価格

長袖トレシャツ ５，２８０円

トレパン ３，９６０円

半袖トレシャツ ２，４２０円

ハーフパンツ ３，３００円

４点セット価格 １４，９６０円（税込み）

長袖トレシャツ ４，５１０円

トレパン ３，９６０円

半袖トレシャツ ３，０８０円

ハーフパンツ ２，９７０円

４点セット価格 １４，５２０円（税込み）

長袖トレシャツ ５，０６０円

トレパン ３，６３０円

半袖トレシャツ ２，７５０円

ハーフパンツ ２，９７０円

４点セット価格 １４，４１０円（税込み）


