
１．統合検討委員長の選出 

 

２．統合小学校長寿命化改良工事について 

 

 

３．各専門部会からの報告及び検討委員会の承認について 

（１）総務・庶務部会 

専門部会 日 時 内  容 

第１回 R3.10.20 協議事項 

・部会長・副部会長の選任 

・総務・庶務部会の検討事項について 

・アンケート調査結果について 

・学校名・校章・校歌・体操服について 

〔決定事項〕 

4小学校地域を対象に，学校名，校歌，体操服等についてアンケート調査を

行った。回答率が 1.2％と低かったため，令和 6年 4月に小学校に在籍する児

童の保護者を対象に再度アンケート調査を実施することに決定した。 

第２回 R3.11.24 協議事項 

・アンケート調査結果について 

・学校名・校章・校歌について 

・体操服について 

・児童クラブについて 

 学校名，校歌，体操服について保護者を対象にアンケート調査を行った。対

象者 398人のうち 301人から回答があった。（回答率 75.6％）専門部会では，

アンケート調査結果を参考に協議を行った。 

 

〔専門部会における学校名についての意見〕 

・城南小学校という名前であるが，城南地区の名前も南小の名前も残る。 

・アンケート結果を踏まえ新しい学校名にするか南小学校にするかといった

ところであろう。 

・南台地区にある学校として，南小学校でよいのではか。 

・校名が変われば，体操服も変わるであろう。南小の体操服ならば 3校には支

給されるといった思惑で，南小でよいと考えている。 

 

〔決定事項〕 

・意見を持ち帰り，次回の専門部会で再度協議し，学校名，校章，校歌，体操



服について方向性を決めていく。 

第３回 R3.12.21 協議事項 

・学校名・校章・校歌について 

・体操服について 

・児童クラブについて 

〔決定事項〕 

・校名は変える。提案のあった校名(城南・南台城南・石岡南)も候補として，

自由回答と合わせてアンケートを実施。南小も回答として問題ない。 

 校名アンケートの対象 

①令和６年４月の時点で４～６年生となる在校児童保護者 

②令和６年４月の時点で１～３年生となる未就学児の保護者 

③４小学校区の地域住民 

・体操服については変更する。６年生については体操服の無料貸与を要望す

る。 

・上履きについては白であれば製品の指定はしない 

・統合後の南小で児童クラブの運営を行う。 

第４回 R4.2.2 協議事項 

・学校名アンケート調査について 

（新型コロナウイルス感染拡大により，参加人数

に制限を設け開催 10名） 

〔決定事項〕 

・アンケートの設問及び実施方法について協議をおこない，下記のとおり決定

した 

校名アンケートの対象 

①令和６年４月の時点で４～６年生となる在校児童保護者。→児童を通じ

て配布 

②令和６年４月の時点で１～３年生となる未就学児の保護者→郵送 

③４小学校区の地域住民。→２月 15日号市報と併せて配布。 

 

第５回 R4.3.25 協議事項 

・学校名アンケート調査結果について 

・統合小学校の学校名について 



〔調査の目的〕 

統合小学校の学校名を決定するにあたり，アンケートの調査結果を基に総

務庶務部会の協議の参考とする。 

〔調査期間〕 

 令和４年２月１５日（火）～令和４年２月２８日（月） 

〔調査の対象数及び回答率〕 

地区名 対象者数 回答数 回答率 

高浜 1,062 145 13.7％ 

三村 547 71 13.0％ 

関川 419 311 74.2％ 

南  1,836 352 19.2％ 

合 計 3,864 879 22.7％ 

〔調査結果〕 

 

〔決定事項〕 

 

 高浜 三村 関川 南 回答数 回答率 

新しい学校名 61 30 122 31 244 27.8％ 

南小学校 84 41 189 321 635 72.2％ 

合 計 145 71 311 352 879 100％ 

 

②行事交流・ＰＴＡ部会 

専門部会 日 時 内  容 

第１回 R3.10.21 協議事項 

・部会長・副部会長の選任について 

・行事交流・ＰＴＡ部会の検討事項について 

・アンケート調査結果について 

・各学校の行事等について 

・各学校のＰＴＡ規約等について 

〔主な意見〕 

・将来的に，同じ中学校に通うことになる。早い段階から交流を図っていくこ

とが出来れば良いと思う。 

・行事などを検討していくなかで，学校から PTA 側にも意見を求めていただ

ければありがたい。 

・令和６年の４月に総会と仮定すると，半年から１年ぐらい前には新しい規約



などを示しておく必要があるかと思う。１年前の段階で決まっているのが理

想。 

・それぞれの学校において，PTAの中で良かった部分などを意見交換しながら，

比較検討してその部分について次回協議出来れば良いのではないか。 

 

第２回 R3.12.15 協議事項 

・統合小学校におけるＰＴＡ規約について 

〔決定事項〕 

統合小学校の PTA 規約については，現在の南小をベースに事務局で素案を

作成。次回の会議で内容について協議する。 

 

 

 

③通学・地域連携部会 

専門部会 日 時 内  容 

第１回 R3.10.21 協議事項 

・部会長・副部会長の選任について 

・通学・地域連携部会の検討事項について 

・アンケート調査結果について 

・スクールバスについて 

〔主な意見〕 

・バス代について，小桜小学校では 2,000円，子供料金など負担軽減できない

か。 

・バス停付近の街灯設置など，保護者や地域が連携してコースと安全対策が必

要か協議していければと思う。 

第２回 R4.1.7 協議事項 

・スクールバスのルートについて 

・通学路における危険個所について 

 

 コロナウイルス感染拡大により説明資料を送

付。 

通学路危険個所については，文書で事務局提出。 

・スクールバスルートについては，別添資料参照 

 



４．各専門部会における今後のスケジュールについて 

（１）総務・庶務部会 

協議

事項 

Ｎｏ 

協議内容 決定・予定 

1 統合の時期 令和 6年 4月 

2 統合校の場所 現在の南小学校 

3 学校名 石岡市立 

4 体操服 R4.5～ 

・R4.7 サンプル準備 

・R4.8～R4.9 アンケート調査 

・R4.10 決定 

5 校章 R4.5 第 6回専門部会で協議 

6 校歌 R4.5 第 6回専門部会で協議 

7 新小学校の改修工事について R4・R5 長寿命化改良工事決定 

8 児童クラブについて 現在の南小学校 

9 新小学校のグランドデザイン R5 

10 記念誌・記念品  

11 閉校式 R4.5～ 

・R4.8 各校閉校式内容調査 

・R4.10 R5予算要望 

・R5.3 R5予算確定 

・R6.3 閉校式 

12 開校式 R5 

13 備品・消耗品 R5 

14 歴史伝統保存 R5 

15 引越し R5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）行事交流・ＰＴＡ部会 

協議

事項 

Ｎｏ 

協議内容 決定・予定 

1 事前交流事業 R4.5～ 

 

2 学校行事の調整・・・運動会等 R5 

 

3 

ＰＴＡ活動・組織・規約・役員

の選出・事業予算・事業計画等

について 

R4.5～ 

・R4.6 PTA規約 事務局素案を基に協議 

・R4.8 PTA規約 事務局素案を基に協議 

・必要に応じて専門部会開催 

 

（３）通学・地域連携部会 

協議

事項 

Ｎｏ 

協議内容 進捗状況 

1 スクールバスについて R4.5～ 

・R4.10末 スクールバス利用要望調査 

 （対象：R6.4 1～6年生） 

・R4.10 R5予算要望 

     専門部会報告承認 

・R5.5 バス業者と契約 

・R5.5～ 公共交通会議の開催 

     陸運局バスルート，バス停申請 

     バスルート試運転 

・R6.4～ バス運行 

2 通学路の安全対策について R4.5～ 

・通学路の危険個所の把握 

・街灯等要望調査 

・R4.10 交通安全推進会議開催 

3 地域行事の調整 R4.5～ 

・地域と学校が連携して行っている行事調査 

4 学校跡地活用 R4.5～ 

・専門部会から意見聴取 

5 青少年育成団体 子ども会，

市民の会等 

R4.5～ 

・任意団体との連携 



 


