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１．はじめに 

 

稲築中学校区義務教育学校開校準備委員会（以下「開校準備委員会」という。）

は令和３年３月１５日に嘉麻市教育委員会から、次の事項について諮問を受け

た。 

 

◎稲築中学校区義務教育学校開校準備について 

 ・義務教育学校の名称に関する事項 

 ・義務教育学校の校章に関する事項 

 ・義務教育学校の校歌に関する事項 

 ・その他義務教育学校の開校準備に関する事項 

 

本開校準備委員会は、委員を学識経験者（教育公務員経験者）、保護者の代表

者（PTA）、公共的団体が推薦する者（行政区長・青少年育成住民会議）、学校の

代表者及び関係者（校長・教頭・推薦者）で組織し、協議の中に稲築中学校区の

住人と保護者の意見及び学校としての意見を広く反映できるものとなっている。 

本書は、「義務教育学校の名称に関する事項」について中間答申として取りま

とめたものである。 
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２．審議の内容と結果 

 

（１）学校名称の形式について 

学校名称を選定するにあたり、嘉麻市教育委員会から、義務教育学校の学校名

称形式を統一したいこと、学校種（義務教育学校）が明らかな学校名称としたい

こと、既存の小学校・中学校が、新しい義務教育学校へ繋がっていく意味を込め、

現在の学校名称形式を採用（学校種の部分のみを変更）したいことなどから、形

式を決定している旨の説明を受けた。 

よって、学校名称の形式については、嘉麻市教育委員会提案のとおりとする。 

 学校名称の形式：嘉麻市立◯◯◯◯義務教育学校  

 

（２）学校名称の公募について 

開校準備委員会では、学校名称選定手法として、より多くの方から意見をいた

だくことができる手法である名称公募型手法を用いることとした。 

また、応募条件を設けることにより、学校に縁の深い事柄を反映した学校名称

の選定ができるものとした。 

 

 [採用した選定方法] 

(名称公募型) 

 

 

 

 

[募集内容] 

義務教育学校の名称、名称の理由や思い 

 

[募集期間] 

令和３年５月１日から令和３年 5 月３１日まで（１か月間） 

 

[応募資格] 

・新たに開校する義務教育学校を応援していただける方、又は関心がある方 

・一人一点まで 

 

 

 

 

学校名称の公募 

（５月） 

開校準備委員会 

最終案選定 

教育委員会

に答申 

教育委員会 

決定 

条例改正案 

上程 
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[応募条件] 

・当該校区に縁のある名称であること。 

・漢字、ひらがな及びカタカナを使用（併用可） 

（漢字は常用漢字を使用。誤読しにくい名称。） 

 

（３）学校名称の応募結果について 

公募の結果、応募条件を満たした名称については、「別表１ 学校名称の応募結

果」に記載したとおり。 

応募総数：２０５件 

名称の種類（重複する名称は１種類でカウント）：８９種類 

 

（４）学校名称選定基準について 

開校準備委員会では、学校名称の選定にあたり、以下４つの選定基準を設けた。 

 

・児童生徒、保護者、地域住民に親しみやすく、末永く地域に愛されるもの 

・歴史的又は地理的なイメージがわきやすいもの 

・読みやすく、いいやすく、書きやすく、誤読されにくいもの 

・他市等に同じ校名がないもの 

 

（５）学校名称案の決定について 

稲築中学校区義務教育学校の学校名称案として決定する。 

 

 

 

 

 

選定にあたり、旧稲築町からの歴史や東西関係、現稲築西小学校と現稲築中学

校との繋がり、学校に縁のある名称であるかなど様々な視点から協議を行った。   

最終的な議論として、旧稲築町の町名の縁の地が稲築中学校区にあること及

び稲築中学校の校名から「稲築」とする意見と、遠賀川を挟んで切磋琢磨してき

た東西の歴史及び稲築西小学校の校名として馴染みある「西」を残したいとの意

見に収束し、開校準備委員会として２案を選定することとなった。 

 

（６）学校名称案の審議経過 

応募のあった学校名称の中から、選定基準に基づき慎重に審議し、選定を行な

った。 

 

嘉麻市立 稲築 義務教育学校 

嘉麻市立 稲築西 義務教育学校 
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第２回委員会では、稲築中学校区の歴史や地域性、学校に縁のある名称などを

考慮し、全体で意見交換を行った。 

第３回委員会では、第２回委員会で絞り込んだ校名について更に意見交換を

行い、稲築東中学校区との関係性についても考慮しながら、稲築中学校区の義務

教育学校として最もふさわしい名称の選定を行った。 

 

➀ 選定に係る主な意見 

・選定基準は、４項目全てを大事にしつつ、１項目でも該当すれば良い。 

・覚えやすく、言いやすく、子ども達が分かりやすい名称が良い。 

・地域から愛される学校名称が良い。 

・市町合併をしたいま、旧町名「稲築」の名は無くなっていくばかりである。 

 「稲築」「稲築西」などの地域名や名残りを残していきたい。 

・名前は歴史を語るものである。「稲築」には稲を築くというルーツがある。

地域性を残していきたい。 

・漢字でもひらがなでも良い。 

・現在の学校名称に親しみがあるため名称を残していきたい。 

・義務教育学校として新しくスタートするので名残りを残しつつ、新しい文字

も入れたい。 

・嘉麻市の発展のためにも、新しく生まれ変わる、新しい名前が良い。 

・学校種が義務教育学校なので、小学校、中学校、小中一貫校とは区別すべき。 

名称には「小中」や「一貫」は避けた方が良い。 

・正式名称が長くなったとしても、通常は通称名を使用するので、名称の長さ 

は考慮しなくて良いと思う。 

 

② 学校名称における主な意見 

 

学校名称 主な意見 

 

稲築 

地域名を残したい。稲築中学校の名称から。 

合併してひとつの嘉麻市になったのだから、新しく生まれ

変わる意味で東西を外したい。 

「稲築」だけだと寂しい。 

稲築さくら 

地域名「稲築」と市の花「さくら」を合わせた名称。 

小学生、中学生が一緒の学校になるので、漢字とひらがな

を合わせた。 

稲築小中 小学校と中学校が一緒になるから。 
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いなつきにし ひらがなにすることで丸みがあって優しさを感じられる。 

いなつき西 
西を漢字にしたい。 

稲築の東西の歴史的な流れを残していきたい。 

稲築西 
地域名を残したい。稲築西小学校の名称から。 

「西」に親しみがある。 

いなつき西小中 小学校と中学校が一緒になるから。 

さくら 
市の花「さくら」の名称。 

稲築公園の桜がいつも綺麗。名称自体も短くなる。 

稲修館 
稲のように豊かな実をつけるように学業を修めてほしい。 

地域名から一文字取ることで名残りも残る。 
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別表１ 学校名称の応募結果 

応募学校名称一覧 

１ あけぼの 31 稲築西・名人 61 稲修館 

2 あそべる 32 稲築西優しゅう 62 なかよし 

3 いなつき 33 いなつき未来 63 なつき 

4 稲築 34 稲築明光 64 なつき西 

5 稲築岩崎 35 稲築令和 65 ニコニコ 

6 稲築ウエスト 36 稲西 66 にこにこ 

7 稲築栄光 37 稲西小中一貫 67 にじ 

8 稲築笑顔 38 稲翔（いなはる） 68 西稲築 

9 いなつきかっぱ 39 稲穂 69 にじいろ 

10 稲築さくら 40 岩崎 70 虹色 

11 稲築思子館 41 大稲築西 71 西小中 

12 いなつき小中 42 大宇宙（おおぞら） 72 にじのさき 

13 稲築小中 43 風眞（かま） 73 虹輪（にじわ） 

14 稲築創造 44 嘉麻 74 走楽校 

15 稲築なつき 45 嘉麻太陽 75 ハッピースマイル 

16 稲築にこにこ 46 嘉麻夢 76 日の光 

17 いなつきにこにこ 47 希望 夢 未来 77 一二三 

18 いなつきにし 48 考楽 
78 

広く地域・市民に愛され子ども達が夢や

希望を持って健やかに成長できる 19 いなつき西 49 幸福中央 

20 稲築西 50 幸楽館 79 福岡 

21 稲築虹 51 子の実 80 ブライトホープ 

22 いなつきにし小中 52 さくら 81 まこと 

23 いなつき西小中 53 桜 82 美野里 

24 稲築西小中 54 さくらがみえる丘 83 実り 

25 稲築西小中一貫 55 さざんか西 84 ミライ 

26 稲築西小中学校 56 小中 85 みんな 

27 稲築西総合 57 小中がっぺい 86 優志 

28 稲築西地区 58 しん 87 優花 

29 稲築西中小 59 田の実 88 楽 

30 稲築西未来 60 玉木 89 わかば 
 


