
 

 

南・北中統合委員会開く 

新校の校名公募へ 
 

 ５月３０日、第１回南・北統合中学校統合委員会を

開き、委員長及び副委員長を選出。新しい学校の施

設整備計画について協議するとともに、校名の公募

について協議しました。 

月１回のペースで委員会を開催し、来年４月の開

校に向けた調整を行うことになります。 

 

委員長に額田さん 

副委員長に塚本さんを選出 
 

南・北統合中学校の統合委員会は１３名で構成。 

第１回のこの日は、委員長、副委員長の選出を行

い、委員長に額田源衛さん（西成井下宿区長）、副長

に塚本栄一さん（外葉区長）が選ばれました。 

また、運営検討委員会、建設推進委員会、教育活

動検討委員会の委員長、副委員長も選出されまし

た。 

南・北統合中学校統合委員会 

順不同：敬称略 

委 員 長 額田 源衛 北中学区区長 

副委員長 塚本 栄一 南中学区区長 

委  員 

中村 佐市郎 南中学校運営協力員 

細野 幸雄 北中学校運営協力員 

坂本 雅子 南中ＰＴＡ代表 

狩野 平左衛門

岳也 

南中ＰＴＡ代表 

小松﨑 徹 南中ＰＴＡ代表 

松澤 喜哉 南中ＰＴＡ代表 

萩原 佳之 北中ＰＴＡ代表 

宮本 良之 北中ＰＴＡ代表 

大橋 秀行 北中ＰＴＡ代表 

岡田  篤 南中学校長 

稲生 耕一 北中学校長 

小委員会 

小委員会名 委員長 副委員長 

運営検討委員会 
坂本 雅子 萩原 佳之 

建設推進委員会 

教育活動検討委員会 冨田  武 関   浩 

南・北統合中 

学校統合へ委員会が発足 

新しい学校づくり始まる 
 このほど、学校統合に向けて、統合委員会が発足。新しい学校づくりに向けた調整がスタートしました。同

委員会は、市の学校統合の基本方針である、「小中学校適正規模化実施計画」に基づき設置。学校統合を

行うに当たりきめ細かな対応ができるよう、統合校単位に設置するもので、地域代表の委員と保護者、学

校の代表で構成しています。 

また、各統合委員会には、建設推進委員会、運営検討委員会、教育活動検討委員会の３つの小委員会

が設置され、協議事項の詳細な検討を行うこととなります。 
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協議事項１６項目 

着実な調整へ 

 
 統合委員会で最終調整を行う１６項目を次のとおり

決定しました。 

 

南・北統合中学校統合委員会協議事項 

 

番 号 協 議 事 項 

協議第 1号 施設整備基本計画 

協議第 2号 校名 

協議第 3号 校章 

協議第 4号 校歌 

協議第 5号 制服 

協議第 6号 体操服 

協議第 7号 スクールバス 

協議第 8号 通学路 

協議第 9号 組織 

協議第 10号 閉校式 

協議第 11号 開校式 

協議第 12号 交流事業 

協議第 13号 学校行事 

協議第 14号 備品・消耗品 

協議第 15号 学校生活品 

協議第 16号 教育活動 

 

これら協議事項について、年度内に着実に調整が

完了するよう、統合委員会は毎月開催、さらに小委

員会を随時開催していくこととしました。 

 

南中施設の整備 

基本計画示す 
 

 南・北統合中学校は、現在の南中学校の施設を使

用することとなっています。 

 統合後も、教室数は足りていることから、校舎と体

育館を改修し、屋根、外壁、内装などをリニューアル

する計画です。また、プールについては、霞ヶ浦地区

の小中学校が共用するプールを美並小学校に新築

することから、撤去し、跡地をスクールバスの乗降場

とするなど、外構工事を行う計画です。 

 この日は、整備基本計画の説明を受け、次回まで

継続で審議することとなりました。 

 

 

校名を広く募集 

市内在住者と卒業生に 
 

新しい学校の校名は、公募により決定することと

なっています。今後、校章や校歌の検討に当たって

も必要となることから、７月中に最終案を決定するこ

ととし、募集要領について協議しました。 

この結果、公募は、範囲を市内在住者、南・北中

学校の卒業生、市内小中学校勤務の教職員とし、６

月３日から２４日を募集期間として実施することにな

りました。 

応募いただいた校名案は、運営検討委員会で５点

から１０点に絞り込み、統合委員会で最終案を決定

することとなります。 

 

 

第２回南・北統合委開く 

新たな制服へ 
 

 ６月２６日、第２回南・北統合中学校統合委員会を

開き、施設整備基本計画を決定。校名、制服につい

て継続して協議するとともに、スクールバス、交流事

業など、小委員会での検討状況について報告があり

ました。 

 

施設の整備基本計画 

原案を承認 
 

 現在の南中学校の校舎及び体育館の改修、プー

ルの撤去と、跡地へのバス乗降場の整備を盛り込ん

協議第１号 施設整備基本計画 

 

南・北統合中 

協議第２号 校名 

協議第１号 施設整備基本計画 
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だ施設整備基本計画について、原案のとおり承認し

ました。 

 

新校名の応募５２１件 

選定基準を決定 
 

 新校の名称募集を、６月３日から２４日まで行った

結果、５２１件の応募がありました。 

 この中から、運営検討委員会で１０点以内を選定し、

次回の統合委員会で協議するための選定基準を次

のとおり決定しました。 

新中学校名称の選定基準 

① 漢字、ひらがな、カタカナにより表記され、読み

書きが容易な名称 

② 地域の自然条件や歴史・文化にちなんだ名称 

③ 児童・生徒や住民等の理想や願いにちなんだ名

称 

④ 新しい中学校としてふさわしい名称 

・ ①の条件を満たし、②から④のうち１つ以上に該

当すること。 

・ 校名案ごとの応募数は、選定及び決定に影響を

及ぼさない。 

・ 応募の理由について十分留意する。 

 

新たなデザインの制服・体操服を 

メーカー選定のプレゼン実施へ 
 

 制服・体操服については、運営検討委員会での検

討結果を踏まえ、新たなデザインのものとし、現在の

両中学校の制服、体操服を扱っているメーカーから、

プレゼンテーションにより、各１社を選定することとし

ました。 

 提案に当たっては、制服及び体操服のタイプ、色

は指定せずに、価格は、現在の両校のものを比較し

て、高い方を超えないこととしました。 

 今後は、選定したメーカーから、数点のデザインの

提案とサンプルの提供を受けて、中学校及び小学校

へ展示。アンケートなどにより、皆さんの意見を聞い

たうえで、新しい制服及び体操服を決定する予定で

す。 

 

スクールバス運行へ 

運行方法を協議 

 
 スクールバスの運行については、運営検討委員会

で継続して協議されています。 

この日は、スクールバス運行の範囲、経路や停留

所、部活動・休日の扱いなどについて、保護者等の

意向調査を行うことが報告されました。 

 

スキー宿泊学習や 

帆引き船模型づくりで交流へ 

 
交流事業と学校行事については、教育活動検討

委員会で検討されています。 

交流事業については、生徒が新しい環境に円滑

に移行できるよう、１年生はスキー宿泊学習、２年生

は帆引き船模型づくりを実施。また、部活動の合同

練習を新人戦終了後に行うことが報告されました。 

また、学校行事については、学校行事及び集会部

会、部活動部会、生徒指導部会、教育活動部会を設

置して、改革案を検討。各教科領域での備品の確認、

整理作業を進めることになりました。 

 

 

小学校の統合委員会開く 

委員長・副委員長決まる 
 

 ６月１９日、２０日、２５日の各日、各統合小学校の

第１回統合委員会を開き、次のとおり委員長・副委

員長を選出。 新しい学校の施設整備基本計画につ

統合小 

協議第 12 号 交流事業 

協議第 13 号 学校行事 

 

協議第７号 スクールバス 

 

協議第５号 制服 

協議第６号 体操服 

 

協議第２号 校名 
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いて協議しました。 

各統合委員会では、本年度内に３回程度の会議

を開催し、平成２８年４月の開校に向けた調整を行う

ことになります。 

下大津・美並・牛渡・宍倉 

統合小学校統合委員会 

順不同：敬称略 

委 員 長  細野 甲壽 美並小学区区長 

副委員長 石神 進一 下大津小学区区長 

委  員 

石川 與左衛門 牛渡小学区区長 

鈴木  廣 宍倉小学区区長 

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 

大竹 修一 下大津小 PTA代表 

柴沼  太 美並小 PTA代表 

江後田 一也 牛渡小 PTA代表 

寺川 秀孝 宍倉小 PTA代表 

國分 成二 下大津小学校長 

井坂  武 美並小学校長 

岩松 邦男 牛渡小学校長 

大山  德 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 
柴沼  太 江後田 一也 

建設推進委員会 

教育活動検討委員会 池島  忍 河合 光四郎 

佐賀・安飾・志士庫 

統合小学校統合委員会 

委 員 長  根食 勝雄 志士庫小学区区長 

副委員長 鈴木 貞行 佐賀小学校運営協力員 

委  員 貝塚 照雄 佐賀小学区区長 

出沼  孝 安飾小学区区長 

栗原 豊彦 安飾小学校運営協力員 

委   員 

森井 たか子 志士庫小学校運営協力員 

樽見 満夫 佐賀小 PTA代表 

矢口 祐一 安飾小 PTA代表 

七條 雅則 志士庫小 PTA代表 

豊﨑 義人 佐賀小学校長 

大川 洋子 安飾小学校長 

押野 豊光 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 七條 雅則 

建設推進委員会 

教育活動検討委員会 大山 義夫 野口 光広 

志筑・新治・七会・上佐谷 

統合小学校統合委員会 

委 員 長  山内 庄兵衛 上佐谷小学区区長 

副委員長 大山  健 志筑小学区区長 

委  員 

大和  智 新治小学区区長 

久保田 敏雄 七会小学区区長 

川俣 和好 志筑小学校運営協力員 

大和 幸夫 新治小学校運営協力員 

四宮 賢治 七会小学校運営協力員 

田﨑 秀子 上佐谷小学校運営協力員 

長谷川 和之 志筑小 PTA代表 

鈴木 俊之 新治小 PTA代表 

茅根  剛 七会小 PTA代表 

矢口 明之 上佐谷小 PTA代表 

河合 治実 志筑小学校長 

羽成 行雄 新治小学校長 

高野 修一 七会小学校長 

小林  学 上佐谷小学校長 

小委員会 

小委員会名 委員長 副委員長 

運営検討委員会 
長谷川 和之 茅根  剛 

建設推進委員会 

教育活動検討委員会 菅原 博 菊池 良平 

 

4 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 1面に掲載しています。 


