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第１回 【３地区合同】教育振興部会 要点筆記 

開催日時：平成２６年９月２９日（月） 

      午後４時～午後４時４０分 

開催場所：安芸高田市クリスタルアージョ４階（小ホール） 

参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■教育振興部会員 

＜可愛・郷野地区＞ 

 可愛小  高坂広昭 教頭     瀧本峰裕 教諭     平野ユカリ 教諭欠 

 郷野小  小櫻まゆみ 教諭欠   築地美樹 教諭     道遊典子 教諭 

 吉田中  石本悟 教頭欠     三浦理寛 教諭欠    橋詰智 教諭欠 

 

＜八千代地区＞ 

 刈田小  出元永子 教諭     竹本訓子 教諭     杤木美代子 教諭 

 根野小  井上佳代 教頭     大野裕子 教諭     増川美和子 教諭 

 吉田中  米丸康司 教頭     竹野由紀子 教諭欠   土本耕治 教諭欠 

 

＜甲田地区＞ 

 甲立小  田中進一 教頭   高坂美朋 教諭   永井玲子 教諭 

 小田小  大畑伸子 教頭欠  西廣俊之 教諭   胡濱樹里 教諭 

 小田東小 岡田繁男 教頭   出原真由美 教諭  木原貴子 教諭 

 甲田中  加藤真悟 教頭   竹中英之 教諭   竹内明子 教諭 

 

■安芸高田市教育委員会 

 永井初男 教育長        叶丸一雅 教育次長 

 土井実貴男 教育総務課長    柳川知昭 学校施設係長 

 児玉晃 学校教育課長      二井岡直文 主幹（兼）学校教育指導係長 

傍聴者 なし 

会議次第 

及び資料 

別添のとおり 

会議内容 □概要 

 各地区ごとに部会長・副部会長を選任し、事務局からこれまでの経過等を報告した。その後、各

地区に分かれて、今後の部会の進め方等について協議した。 

 

１ 開会 

２ 部会長・副部会長選任 

 ＜可愛・郷野地区＞部会長：高坂広昭 可愛小教頭 

副部会長：小櫻まゆみ 郷野小教諭 

 ＜八千代地区＞部会長：井上佳代 根野小教頭 

副部会長：出元永子 刈田小教諭 

 ＜甲田地区＞部会長：田中進一 甲立小教頭、 

副部会長：大畑伸子 小田小教頭、岡田繁男 小田東小教頭 
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３ 経過の確認等 

（１）事務局からの説明（教育振興部会の位置づけと役割、記録等） 

  ①協議項目４８、４９、５５については部会案を作成する。 

  ②協議項目１８、１９、２０、２１、５６、５７、６７、６８、６９、７０については、事務

局案を提示する。 

（２）質疑応答（→：事務局回答） 

  ①提案書と記録の違いは？ 

   →提案書は統合準備委員会へ報告するもの。記録は、要点録で残すもの。 

  ②教育内容を考慮する場合、校長決裁（校長権限）をどう考えればよいか。 

   →案の作成経過の中で、校長と連携して進める。 

 

４ 協議事項～各地域で実施 

 

５ その他 

（１）次回部会長会議 平成２６年１０月３０日（木）１６時～ 

 

（２）第２回各地区合同教育振興部会 平成２６年１１月１４日（金）１６時～ 
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第 1 回教育振興部会（各地区合同） 次第 
 

日 時 平成２６年９月２９日（月）16:00-16:40 

場 所 クリスタルアージョ４階     小ホール 

 

 

任命書交付 

 

１ 開 会 

 安芸高田市教育委員会教育長あいさつ 

 

２ 部会長・副部会長選任 

（１）部会長選任 

 

（２）部会長代表あいさつ 

 

３ 経過の確認等 

（１）教育振興部会の位置づけと役割 

  ア これまでの経過 

イ 教育振興部会の役割 

ウ ゴール（成果） 

エ スケジュール 

  オ 各回の進め方 

  カ その他 

 

（２）教育振興部会の記録等 

 

（３）質疑応答 

 

※全体会は、閉会。この後、地域ごとに散会） 

 

４ 協議事項（各地域に分かれて） 

（１）部会の進め方について 

  ア 役割分担 

  【例】部会長、副部会長、記録、案内発出 など 

  イ 各回の進め方 

  ウ 次回設定 

  エ その他 

 

５ 地域ごとに部会（※地域ごとに散会のこと） 

  



4 

 

 

############### 現在

○ 可愛・郷野地区 ９名

名前 選出区分 役職 備考

1 高坂　広昭 可愛小学校 部会長 教頭

2 瀧本　峰裕 可愛小学校 教諭

3 平野　ユカリ 可愛小学校 教諭

4 小櫻　まゆみ 郷野小学校 副部会長 教諭

5 築地　美樹 郷野小学校 教諭

6 道遊　典子 郷野小学校 教諭

7 石本　悟 吉田中学校 教頭

8 三浦　理寛 吉田中学校 教諭

9 橋詰　智 吉田中学校 教諭

○ 八千代地区 ９名

名前 選出区分 役職 備考

1 出元　永子 刈田小学校 副部会長 教諭

2 竹本　訓子 刈田小学校 教諭

3 杤木　美代子 刈田小学校 教諭

4 井上　佳代 根野小学校 部会長 教頭

5 大野　裕子 根野小学校 教諭

6 増川　美和子 根野小学校 教諭

7 米丸　康司 八千代中学校 教頭

8 竹野　由紀子 八千代中学校 教諭

9 土本　耕治 八千代中学校 教諭

○ 甲田地区 1２名

名前 選出区分 役職 備考

1 田中　進一 甲立小学校 部会長 教頭

2 高坂　美朋 甲立小学校 教諭

3 永井　玲子 甲立小学校 教諭

4 大畑　伸子 小田小学校 副部会長 教頭

5 西廣　俊之 小田小学校 教諭

6 胡濱　樹里 小田小学校 教諭

7 岡田　繁男 小田東小学校 副部会長 教頭

8 出原　真由美 小田東小学校 教諭

9 木原　貴子 小田東小学校 教諭

10 加藤　真悟 甲田中学校 教頭

11 竹中　英之 甲田中学校 教諭

12 竹内　明子 甲田中学校 教諭

安芸高田市統合準備委員会教育振興部会名簿一覧
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協議項目　(案)

番号 項 目 担当部会

1 統合目標年月日 総務

2 統合校の位置 総務

3 学校名 総務

4 校章 総務

5 校旗 総務

6 校歌 総務

7 校訓 教育振興

8 学校編成 総務

9 学校設備（教室） 総務

10 学校設備（特別教室等） 総務

11 学校設備（支援学級） 総務

12 職員室 総務

13 体育館 総務

14 学校プール 総務

15 運動場 総務

16 運動場の遊具 総務

17 駐車場 総務

18 図書室 教育振興

19 学校図書 教育振興

20 学校備品 教育振興

21 消耗品 教育振興

22 制服 総務

23 名札 総務

24 体操服 総務

25 通学方法 総務

26 通学路 総務

27 通学路の整備 総務

28 登校班編成 総務

29 交通指導 総務

30 統合校からの通学児童 総務

31 統合校から通学の方法 総務

32 統合校バス通学のバス停 総務

33 同バス通学の練習 総務

34 遠距離通学助成 総務

35 遠距離通学確認 総務
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36 放課後児童クラブ 総務

37 閉校となる学校の跡地活用 総務

38 閉校式 総務

39 閉校記念行事 総務

40 閉校誌等 学校史編纂

41 引越し作業 教育総務課

42 開校式 総務

43 始業式 総務

44 入学式 総務

45 学校経営方針 教育振興

46 学校教育目標 教育振興

47 カリキュラム 教育振興

48 地域交流事業 教育振興

49 特色ある教育活動 教育振興

50 教科書・指導書 教育振興

51 補助教材 教育振興

52 特別支援教育 教育振興

53 学校通信 教育振興

54 校務分掌 教育振興

55 事前交流計画 教育振興

56 職員加配 教育振興

57 学習補助員 教育振興

58 年間学校行事 教育振興

59 月行事 教育振興

60 週行事 教育振興

61 児童会活動 教育振興

62 修学旅行 教育振興

63 PTA組織 教育振興

64 PTA事前交流事業 教育振興

65 生活のきまり 教育振興

66 その他関係団体 教育振興

67 学校予算 教育振興

68 学校給食 教育振興

69 学校給食会計 教育振興

70 学校評議員 教育振興


