
新開成中学校再編準備委員会 部会報告 
 

部 会 名 第２回 総務部会 

開催日時 令和４年８月２日（火） １９時００分～２０時３０分 

開催場所 結とぴあ ３階 ３０３号室 

出 席 者 

・西本委員  ・伊藤委員  ・齋藤委員    

・菅原委員  ・松谷委員  ・長谷川委員 

・廣瀬委員 

・山田上庄公民館長 ・嶋田小山公民館長代理  

・松森大野公民館長 ・中屋地域文化課長  

・事務局（小林、宮村、齊藤） 

協議項目 

・中学生が参加する地域行事と学校行事との調整について 

・統合事業について 

・学校跡地、空き校舎について 

決定事項など 

・中学生が参加する地域行事については、公民館同士で精選、

調整を検討し、中学生が参加しやすい環境づくりについて今

後協議を進めていく。 

・学校の歴史を振り返り記憶に残す統合事業については、各地

区が検討する実施の有無や内容を部会として尊重する。 

・統合が行われる令和６年３月のスケジュールを早めに計画し

ていく必要がある。 

・学校跡地、空き校舎の有効活用については、再編までの期間

で決定することは困難な課題であり、再編準備委員会の所掌

事務とはしていない。情報提供として各施設の現状等をお知

らせする。 

・学校跡地、空き校舎の有効活用については、市も活用策を検

討し、地区も活用策を検討する中で、お互いによりよい活用

策を見出せるよう努めていくことが必要である。 

・地区では施設維持管理費用が非常に心配となっている。市の

方針として、残す施設、取り壊す施設などを示し、施設管理

の方針も示していく必要があるのではないか。 

・次回の開催は１０月４日（火）午後７時から開催。 

 

資料 ４ 



新陽明中学校再編準備委員会 部会報告 
 

部 会 名 第２回 総務部会 

開催日時 令和４年７月２８日（木） １９時００分～２０時１５分 

開催場所 結とぴあ ２階 ２０１・２０２号室 

出 席 者 

・清水進委員  ・竹内大委員  ・田中委員 

・米村委員   ・山村委員   ・巣守委員 

・嶋田委員   ・高田委員   ・土藏委員   

・大石貴委員  ・廣田委員   ・山田委員    

・寺本阪谷公民館長 ・清水富田、五箇公民館長  

・竹内下庄公民館長 ・早川乾側公民館長 ・谷和泉公民館長  

・中屋地域文化課課長 ・欠席（竹内典委員） 

・事務局（小林、宮村、齊藤） 

協議項目 

・中学生が参加する地域行事と学校行事との調整について 

・統合事業について 

・学校跡地、空き校舎について 

・次回開催日、協議内容について 

決定事項など 

・中学生が参加する地域行事については、公民館同士で精選、

調整を検討し、中学生が参加しやすい環境づくりについて今

後協議を進めていく。 

・学校の歴史を振り返り記憶に残す統合事業については、各地

区が検討する実施の有無や内容を部会として尊重する。 

・学校跡地、空き校舎の有効活用については、再編までの期間

で決定することは困難な課題であり、再編準備委員会の所掌

事務とはしていない。情報提供として各施設の現状等をお知

らせする。施設によって建設年度に差異がある。検査の結果、

長寿命化に適さない施設もある。学校跡地、空き校舎の有効

活用については、地区で決めた活用策を基に、市や教育委員

会と今後協議していくことになる。 

・次回開催日は、９月２８日（水）とする。協議内容は、地域

行事の精選、調整について、統合事業についてとする。 

 



新開成中学校・新陽明中学校再編準備委員会 部会報告

部 会 名 第２回 PTA 部会

開催日時 令和４年８月８日（月） １９時００分～２０時１５分

開催場所 結とぴあ ３階 ３０１号室

出 席 者

新開成校区

・森田委員 ・笹嶋委員 ・奥村委員

・村上委員 ・松本委員 ・増田委員

・山川委員 ・中村昌委員 ・飯田委員

新陽明校区

・野尻委員 ・清水委員 ・中村あ委員

・羽生委員 ・帰山成委員 ・多田委員

・帰山信委員 ・高村委員 ・森委員

・新井委員 ・泉脇委員 欠席（尾山委員）

・事務局（小林、宮村、篠原、齊藤）

協議項目

・新しい PTA について

・制服、体操服について

・次回の部会開催日について

決定事項など

・新しい PTA については、各 PTA 間の規約は同様な部分の多い

ので各 PTA 間で調整し、新しい規約をつくる。

・PTA 会費をはじめ、その他の事項については各 PTA 間の打ち合

わせを中心に検討を進める。検討結果を部会で報告する。部

会としては各 PTA 間の打ち合わせに任せていく。

・制服、体操服については、新しくすることや従来のものを使

用するなどいろいろな案が考えられる。また、市からの補助

の状況によっても案の内容が変わることもある。

・制服、体操服についての子どもたち、保護者の思いを知るた

めにアンケートを実施する。アンケートの内容については細

かいことは尋ねずに、大きな方向性を回答できる内容にする。

８月中にアンケート案を委員に送付し内容を検討していく。

・アンケートは９月上旬に実施し、アンケート集計後、９月２

０日以降に第３回の部会を合同で開催する。日程は、後日調

整する。



新開成中学校・新陽明中学校再編準備委員会 部会報告 
 

部 会 名 学校運営部会（合同開催） 

開催日時 令和４年７月２１日（木） １９時００分～２０時４０分 

開催場所 結とぴあ ２階 ２０１・２０２号室 

出 席 者 

新開成中学準備委員会学校運営部会 

・長谷川委員 ・広瀬委員 ・菅原委員 （欠席 松谷委員） 

新陽明中学校準備委員会学校運営部会 

・土藏委員 ・大石委員 ・竹内委員 ・高田委員  

・山田委員 ・巣守委員 

 

・事務局（宮村、齊藤） 

協議項目 

・生徒交流について 

・入学説明会について 

・生徒会組織について 

・部活動について 

・その他  

決定事項など 

・生徒の事前交流については、R4 年度２学期より中学１年生を対

象にはじめる。最低１回以上は行う。日程や内容は学校間で打ち

合わせる。R5 年度は、中学 2 年生、1年生を対象として交流を行

っていく。回数や内容は今後学校間で検討していく。 

・R4 年度の入学説明会は学校ごとに行うが、再編に関する質問等

で混乱することが予想される。準備委員会主催の説明会等の開催

も要望したい。 

・新中学校の生徒会組織については、生徒間の話し合いを大切にし

て、生徒の意見を取り入れていく。対象となる中学１年生の執行

部を中心に話し合っていく。 

・部活動については、必要のある部や合同練習などが活動に有効な

部同士で、R4 年度から進めていく。 

・学校運営部会では、学校間で話し合って決めていくべきことが多

数ある。学校間の打ち合わせを大切にして、部会としても任せて

いきたい。決まったことは、報告してもらう形で部会で確認して

いく。 

・次回は、保護者等からの不安の相談や必要事項があれば部会を開

く。次回準備委員会までは、学校間の打ち合わせで進めていく。 

 



新開成中学校・新陽明中学校再編準備委員会 部会報告

部 会 名 第２回 通学安全部会

開催日時 令和４年８月１日（月） １９時００分～２０時１０分

開催場所 結とぴあ ３階 ３０５、３０６号室

出 席 者

新開成

・森田委員 ・笹嶋委員 ・奥村委員 ・松本委員

・増田委員 ・古川委員 ・明石委員 ・竹内委員

・廣瀬委員 ・山川委員 ・中村昌委員 ・飯田委員

・川端委員 欠席（村上委員）

新陽明

・野尻委員 ・清水委員 ・中村あ委員 ・羽生委員

・下口委員 ・帰山成委員 ・多田委員 ・帰山信委員

・高村委員 ・青木委員 ・大石委員 ・森 委員

・新井委員 ・山田委員 ・泉脇委員 欠席（尾山委員）

・交通住宅まちづくり課（山口、雨山）

・事務局（指岡、小林、宮村、篠原、齊藤）

協議項目

・スクールバス運行基準について

・その他 校区の見直しについて

・次回の部会開催日について

決定事項など

・スクールバスの運行基準について、以下の内容で原案作成

対象者：上庄中校区、尚徳中校区、和泉中校区の生徒

乗車時間：上庄中校区、尚徳中校区は２５分を基本、和泉中

生徒は４０分を基本とする。通学時間は１時間を

目途とする。

自宅から停車場までの距離：１．５ｋｍ以内

運行便数：授業日 登校便１便、下校便２便

長期休業 登校便と下校便を午前と午後で１便ず

つ

土日 運行しない

・その他 有終西小保護者から中学校校区の見直しの要望意見

が出される。準備委員会の部会では対応できないが

要望があったことを教育委員会事務局で共有する。

・次回開催日：新開成校区９月２６日（月）

新陽明校区９月２７日（火）


