
 

 

 

 

 

 

開校に向け、校章や体操服などを協議 

平成 27年 6月 25日、7月 14日に下大津・美 

並・牛渡・宍倉統合小学校統合委員会と佐賀・安 

飾・志士庫統合小学校統合委員会を合同で開催 

し、事務局からこれまでの経過説明を受けました。

また、今後の日程調整や、校章及び体操服の 

選定方法を協議しました。 

委員長・副委員長を選任 

PTA役員等の改選により、新体制となった統合 

委員について、5月 26日の運営検討委員会及び 

6月 25日の統合委員会で、委員長と副委員長の 

選任を行い、次のとおり決定しました。 

下大津・美並・牛渡・宍倉 

統合小学校統合委員会 

委 員 長  細野 甲壽 美並小学区代表 

副委員長 石神 進一 下大津小学区代表 

委   員 石川 與左衛門 牛渡小学区代表 

圓城寺 孝 宍倉小学区代表 

坂本 雅代 下大津小学校運営協力員 

坂    稔 美並小学校運営協力員 

長峰 重男 牛渡小学校運営協力員 

  

  

  

  

  

中込 フクヨ 宍倉小学校運営協力員 

山口 浩史 下大津小 PTA 代表 

上野 竜也 美並小 PTA 代表 

藤井 秀之 牛渡小 PTA 代表 

待山 幸司 宍倉小 PTA 代表 

松浦 恵子 下大津小学校長 

井坂   武 美並小学校長 

高野 修一 牛渡小学校長 

黒澤 祐士 宍倉小学校長 

小委員会 

小委員会名 委員長 副委員長 

運営検討委員会 
待山 幸司 山口 浩史 

建設推進委員会 

教育活動検討委員会 廣原 澄江 坂本 功一 

佐賀・安飾・志士庫 

統合小学校統合委員会 

委 員 長  根食 勝雄 志士庫小学区代表 

副委員長 鈴木 貞行 佐賀小学校運営協力員 

委   員 白井 喜義 佐賀小学区代表 

出沼   孝 安飾小学区代表 

立花 栄伸 安飾小学校運営協力員 

森井たか子 志士庫小学校運営協力員 

石橋 雄一 佐賀小 PTA 代表 

新校へ円滑に移行できるよう協議がすすむ 
下大津・美並・牛渡・宍倉統合小学校統合委員会と佐賀・安飾・志士庫統合小学校統合委員

会では、役員の改選に伴い新たに統合委員となった 8 名を迎え、6 月 25 日に両地区合同の統

合委員会を開催し、各委員長・副委員長の選任や開校までに必要な事項の協議スケジュール

や閉校式及び開校式の日程について協議を行いました。また、7 月 14 日にも合同の統合委員

会を開催し、校章や体操服のアンケート方法等の協議を行い、引き続き、児童や保護者が統合

新校へ円滑に移行できるよう、慎重に審議を行っていきます。 

佐賀・安飾・志士庫統合小学校 

下大津・美並・牛渡・宍倉統合小学校 
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 池澤 光浩 安飾小 PTA 代表 

松延 克彦 志士庫小 PTA 代表 

豊﨑 義人 佐賀小学校長 

羽成 行雄 安飾小学校長 

大倉 宏一 志士庫小学校長 

小委員会 

小委員会名 委員長 副委員長 

運営検討委員会 樽見 満夫 松延 克彦 

建設推進委員会 石橋 雄一 池澤 光浩 

教育活動検討委員会 野口 光広 宇津野 正 

 

 

校章のアンケート実施 9月を予定 

両小学校のそれぞれの新校章について、制作 

を依頼した「株式会社ツクバ・インフォメーション・ 

ラボ」からデザイン案 7 点が提案され、運営検討 

委員会で 4 点を選定したと報告があり承認され 

ました。今後は、保護者や教職員によるアンケー 

トを実施したうえで、最終決定をする予定です。 

 

体操服のアンケート実施 9月を予定 

両小学校のそれぞれの新体操服について、取 

扱業者の「株式会社ママダ」からデザイン案 6 点 

が提案され、学校ごとに運営検討委員会で 3 点を 

選定したと報告があり承認されました。今後は、

保護者や教職員によるアンケートを実施したうえ 

で、最終決定をする予定です。 

 

4月 利用希望取りまとめ実施  

利用希望を取りまとめた結果、運行を 18 コース 

とし、現在、スクールバス運行委託業者の選定を  

行い運行開始に向け準備を進めています。また、 

9 月頃、利用を希望している通学班の代表者を対 

象に、乗降場所等の調整を行う説明会を予定して 

います。 

 

通学路の安全点検  

今後、通学路の安全点検を行い必要に応じ交 

通安全対策を講じていく予定です。 

 

閉校式の日程決定  

閉校式については、1日につき 2校程度で開始 

することとし、次のとおり決定しました。 

日  時 学 校 名 

2/20（土） 
8 時 30 分から 美 並 小 

10 時 40 分から 佐 賀 小 

2/27（土） 

8 時 30 分から 宍 倉 小 

10 時 40 分から 志士庫小 

13 時 30 分から 牛 渡 小 

3/26（土） 
8 時 30 分から 下大津小 

10 時 40 分から 安 飾 小 

 

開校式の日程決定  

  開校式については、始業式と同日の 4月 6日 

（水）に開催することで決定。2つの小学校におい 

て同日で開催するため、始業式の後開校式と開 

校式の後始業式の 2つのパターンで実施します。 

 

 

引続き検討していきます 

  平成 26 年 3 月の統合委員会で、将来的学校 

統合に向けた検討を続けることを前提として、統 

合委員会は一時休止となりました。 

  今年度は、耐震補強工事及び教室の空調設備 

設置工事を実施しておりますが、必要最小限の範 

囲で実施するため、学校統合に影響を及ぼすもの 

ではありませんので、御理解をお願いいたします。 

なお、今後引き続き適正規模化の実現に向け、

事務局で学校統合を検討していきます。 

《共通》協議第５号 体操服 

《共通》協議第６号 スクールバス 

《共通》協議第７号 通学路 

《共通》協議第９号 閉校式 

《共通》協議第 10 号 開校式 

学校統合についてのご意見は、教育委員会学校教育課まで。連絡先は、おもて面に掲載しています。 

志筑・新治・七会・上佐谷統合小学校 

《共通》協議第３号 校章 


