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第 2 回 可愛・郷野地区小学校統合準備委員会 要点録 

 

開催日時：平成 26 年 7 月 17 日（木）午後 7 時～7 時 25 分 

開催場所：安芸高田市クリスタルアージョ 3 階（視聴覚室） 

参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■委員会委員（敬称略） 

 井上 正樹     可愛小学校区内の振興会代表  

 平田 武幸     郷野小学校区内の振興会代表 ◎委員長 

 幸川 理      可愛小学校保護者会の代表 ○副委員長 

 船津 義隆     可愛小学校保護者会の代表 

 森上 なづ     郷野小学校保護者会の代表 

 松井 智子     郷野小学校保護者会の代表 

 坂田 操      可愛保育園保護者会の代表 

 大田 智香子    入江保育園保護者会の代表 

 飯田 直美     可愛小学校の校長 

 津田 泰成     郷野小学校の校長 

 友繁 孝実     吉田中学校の校長 

■安芸高田市 

 叶丸 一雅     安芸高田市教育委員会教育次長 

 児玉  晃     安芸高田市教育委員会学校教育課長 

 二井岡直文     安芸高田市教育委員会学校教育課主幹 

土井実貴男     安芸高田市教育委員会教育総務課長 

 柳川 知昭     安芸高田市教育委員会教育総務課学校施設係長 

 倉田 英治     安芸高田市教育委員会教育総務課学校施設係専門員 

傍聴者 ８人 

会議次第及

び資 料 

会議次第 

１．開会 

２．諸般の報告 

３. 協議事項 

 （１）専門部会の設置と担当部会別協議項目（案）について 

４．事務連絡  

５．閉会 

【資 料】 

 別紙：部会別協議項目（案） 

会  議  概  要 

事務局 

 

１．開会 

ただいまから第２回目の統合準備委員会を開催します。平田委員長の進行によりお願い致しま

す。 

委員長 事務局より本日の会議の進め方について報告お願いします。 
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事務局 ２．諸般の報告 

本日の会議の進め方について、報告させていただきます。先般、第１回の準備委員会でこれか

ら協議する項目については、総務部会、教育振興部会、学校史編纂部会、の３つの専門部会を設

置してそれぞれ調査研究をするとさせていただきましたが、委員さんそれぞれ受け止めが必ずし

も統一できていないと感じましたので、本日はいったん準備委員会でお集まり頂いて、この場で

正式に専門部会の設置と担当部会別の協議項目について、確認をしていただきたいというもので

ございます。 

まず準備委員会を開会して、そのなかで専門部会の設置と協議項目の確認をしていただいて、

いったん準備委員会を閉会し、引き続いて総務部会を開会して、そのなかで今日は通学に関する

ことを提案させていただければと思っています。 

委員長 事務局から説明がありましたが、なにかご質問などございますか。無いようですので、報告を

終わりまして、協議事項に入ります。 

 

事務局 

３．協議項目 

部会の設置と部会別の協議項目についてです。 

専門部会につきましては、要項第７条の規定により、総務部会、教育振興部会、学校史編纂部

会の３部会を設置するものでございます。教育内容など専門的なことについては小中学校教員で

構成する教育振興部会、閉校誌のことについては学識経験者を含めた学校史編纂部会で専門的に

検討していただきたいと考えていますので、その設置について提案致します。 

なお、専門部会での協議の経過や結果については、またこの準備委員会に報告をされますので、

そこで確認をして、最終的には市長をトップとする推進本部で決定していくこととなっておりま

す。 

それぞれの部会が担当する協議項目については、別紙の担当部会別協議項目（案）をご覧くだ

さい。１番の統合目標年月日から４４番の入学式までの３８件が総務部会、７番の校訓から７０

番の学校評議員までの３１件が教育振興部会、４０番閉校誌等の１件については学校史編纂部会

での協議項目ということになっており、それぞれの項目について部会を開催し協議していただく

ことになります。 

委員長 ただいま事務局から専門部会の設置と協議事項について説明がありましたが、このことについ

てご質疑ありましたらお願いします。 

２年間という長いスパンになるわけでございますが、専門部会で慎重にご協議いただければと

思います。 

委員 ３つの部会があるわけですが、たちまちは総務部会だけを結成したということですか。それ以

外の部会はどうするのですか。 

事務局 設置について確認していただいたら、たちまち本日は総務部会を開催します。後々、教育振興

であれば学校の先生を中心に立ち上げ、学校史編纂部会もメンバー確定後、招集して立ち上げま

す。 

委員 総務部会以外は今から立ち上げるということですね。たちまち基本的なことを総務部会だけ先

行してやろうという考えですね。 

委員長 はい。総務部会で３８件、教育振興部会で３１件、学校史編纂部会で１件の協議項目について、

それぞれの部会で調査研究を進めていただくことをご確認ください。これ以外の協議項目も随

時、出てくるとは思います。 

委員 確認しますが、教育振興部会や学校史編纂部会で協議したことの最終確認は準備委員会でする

ということでよいですか。 

委員長 はい。そうです。他に何かご意見はないですか。 
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委員 協議内容の項目については、もし何かあった場合は増えることもあるということですよね。こ

れがあくまで最低ラインと思っていいですか。 

事務局 はい。 

委員長 他にご意見がないようですので、専門部会を設置するということで確認させていただきたいと

思います。 

事務局 ４．事務連絡 

次回の準備委員会ですが、さきほども話がありましたように、総務部会、教育振興部会、学校

史編纂部会の進捗状況に応じて報告をしていただく必要がありますので、委員長と相談して、次

回の開催の案内をさせていただきたいと思います。 

委員長 ５．閉会 

それでは本日の第２回可愛・郷野統合準備委員会を閉会させていただきます。 
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第２回 可愛・郷野地区小学校統合準備委員会次第 
 

日時 平成 26年 7 月 17日（木） 19時 00 分～ 

場所 クリスタルアージョ ３階 視聴覚室 

 

 

１.開  会 

 

 

２.諸般の報告 

 

 

３.協議事項 

（1）専門部会の設置と担当部会別協議項目（案）について 

 

４.事務連絡 

 ・次回開催予定  平成 26年  月  日（ ） 

 

５. 閉  会 

 

 

   

 

 
 

●本日の会議の進め方 

 

第２回 準備委員会 開会 

○専門部会の設置と担当部会別協議項目（案）の確認 

第２回 準備委員会 閉会 

 ↓ 

暫時休憩 

  ↓ 

第１回 総務部会 開会 

○通学に関することの提案と協議 

第１回 総務部会 閉会 
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別紙 担当部会別協議項目（案）

可愛・郷野地区統合準備委員会 【総務部会】

番号 項 目 担当部会

1 統合目標年月日 総務部会

2 統合校の位置 総務部会

3 学校名 総務部会

4 校章 総務部会

5 校旗 総務部会

6 校歌 総務部会

8 学校編成 総務部会

9 学校設備（教室） 総務部会

10 学校設備（特別教室等） 総務部会

11 学校設備（支援学級） 総務部会

12 職員室 総務部会

13 体育館 総務部会

14 学校プール 総務部会

15 運動場 総務部会

16 運動場の遊具 総務部会

17 駐車場 総務部会

22 制服 総務部会

23 名札 総務部会

24 体操服 総務部会

25 通学方法 総務部会

26 通学路 総務部会

27 通学路の整備 総務部会

28 登校班編成 総務部会

29 交通指導 総務部会

30 統合校からの通学児童 総務部会

31 統合校から通学の方法 総務部会

32 統合校バス通学のバス停 総務部会

33 同バス通学の練習 総務部会

34 遠距離通学助成 総務部会

35 遠距離通学確認 総務部会

36 放課後児童クラブ 総務部会

37 閉校となる学校の跡地活用 総務部会

38 閉校式 総務部会

39 閉校記念行事 総務部会

41 引越しに関すること 総務部会

42 開校式 総務部会

43 始業式 総務部会

44 入学式 総務部会

38件 　-1-
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可愛・郷野地区統合準備委員会 【教育振興部会】

番号 項 目 担当部会

7 校訓 教育振興部会

18 図書室 教育振興部会

19 学校図書 教育振興部会

20 学校備品 教育振興部会

21 消耗品 教育振興部会

45 学校経営方針 教育振興部会

46 学校教育目標 教育振興部会

47 カリキュラム 教育振興部会

48 地域交流事業 教育振興部会

49 特色ある教育活動 教育振興部会

50 教科書・指導書 教育振興部会

51 補助教材 教育振興部会

52 特別支援教育 教育振興部会

53 学校通信 教育振興部会

54 校務分掌 教育振興部会

55 事前交流計画 教育振興部会

56 職員加配 教育振興部会

57 学習補助員 教育振興部会

58 年間学校行事 教育振興部会

59 月行事 教育振興部会

60 週行事 教育振興部会

61 児童会活動 教育振興部会

62 修学旅行 教育振興部会

63 PTA組織 教育振興部会

64 PTA事前交流事業 教育振興部会

65 生活のきまり 教育振興部会

66 その他関係団体 教育振興部会

67 学校予算 教育振興部会

68 学校給食 教育振興部会

69 学校給食会計 教育振興部会

70 学校評議員 教育振興部会

31件

　-2-
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可愛・郷野地区統合準備委員会 【学校史編纂部会】

番号 項 目 担当部会

40 閉校誌等 学校史編纂部会

１件

　-3-


