
新陽明中学校再編準備委員会 第２回総務部会

日時 令和４年７月２８日（木） 午後７時から

場所 結とぴあ ２階 ２０１、２０２号室

１ あいさつ

２ 議事

（１）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

（２）統合事業について

（３）学校跡地、空き校舎について

（４）その他

３ その他



第２回総務部会の論点整理

（１）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

到達点 再編後に中学生が、円滑に地域行事に参加できる

・現在は、各地区から参加を要請する手順はどうなっているか

・各地区の年間行事の予定を、あらかじめ学校に提供できるか

・要請を受ける学校として、円滑にできる方法を考えているか

・再編後の校区内の地区の行事の開催日を、地区間で統一できるか

（２）統合事業について

到達点 閉校する学校区で、学校の歴史を振り返り記憶に残す

・統合する際の事業を実施するかどうか

・地区住民、学校で実行委員会を設置することになる

・教育委員会からの補助はどうなるのか（これまでの例）

・部会として、閉校する学校区の意思を尊重する

（３）学校跡地、空き校舎について

到達点 閉校する学校の跡地、空き校舎を有効活用する

・再編までの期間で、方向性を決められない課題のため、再編準備委員会

の所掌事務にしていない（設置要綱に記載していない。）

・説明会で、地区で活用策を検討していただくこととしている

・その上で、地区で決めた活用策を基に、市や教育委員会と協議する

※ 以上の点について、必要があれば各選出団体等で協議の上、部会でご意見

くださいますようお願いします。



中学生が参加する行事 資料　１

地区名 月 日 名称 場所 備考

大野 開成中学校ジュニアリーダー活動 未定

下庄 7 24 木瓜川クリーンアップ作戦 木瓜川緑地

7 31 木瓜川ダックレース 木瓜川緑地

9 25 下庄地区体育大会 下庄小学校
R4は中学生の参加は求めていな
い
9月最終日曜

10 9 敬老会 下庄公民館 10月第2日曜

10 16 下庄まつり 下庄公民館 10月第3日曜

乾側 7 下旬 夏休み体験教室 乾側公民館
小中学生で参加募集予定
（昨年度中学生参加者0）

8 下旬 地域課題解決にかかる取り組み 乾側公民館 中学生以上で参加募集予定

9 最終日曜 乾側地区体育大会 旧乾側小学校体育館
例年ボランティアスタッフを陽
明中に依頼している。乾側地区
の子に限ってはいない。

10 中旬 稲刈り（乾側っ子田） 旧乾側小学校プール横田 田植えの中学生参加者0

小山 6 26
市民スポーツ大会陸上の部
（競技参加、補助員参加）

奥越ふれあい公園

7
中学生への公民館解放事業
（夏休み期間中）

小山公民館
Ｒ２年度から
全公民館実施

8
中学生への公民館解放事業
（夏休み期間中）

小山公民館

9 25
小山地区体育大会
（競技参加、補助員参加）

小山小学校グラウンド

10 16 小山ふれあいまつり 小山公民館

上庄 5 中旬 上庄中ジュニアリーダー 上庄中学校 生涯学習課募集

6 4 上庄地区球技大会 地区内各会場
中学生が参加対象競技あり
※R4は中止　6月第1日曜日

8 6 上庄夏まつり 上庄公民館
吹奏楽、JL
※R4は中止　8月第1土曜日

9 25 上庄地区体育大会 上庄小学校
吹奏楽、JL、中学生が参加対象
種目あり
9月第4日曜日

10 2 上庄地区敬老会 上庄小学校
吹奏楽
10月第1日曜日

12 下旬
上庄地区子ども会育成会連絡協議
会共催　ふるさとかるた地区予選

上庄公民館 JL

富田 8 第１日曜日 とみた夏まつり 富田公民館

10 第2日曜日 富田地区体育大会 富田小学校グラウンド 中学生補助員

12 中旬
親子クリスマス会（富田母子愛育
会主催）

富田公民館 ジュニアリーダ

12 下旬 ふるさとかるた富田地区予選 富田公民館 ジュニアリーダ

阪谷 7
夏休み平日
初日

さかだにラジオ体操のつどい 阪谷小学校
幼保園児、小中学生及び一般住
民によびかけ
※R4年度中止

8 第１土曜日 阪谷夏まつり 未定
中学生も参加（例年出展してい
た）
※R4年度中止

10 上旬日曜日 阪谷地区総スポ　陸上競技会 阪谷小学校
中学生（阪谷地区）が競技ボラ
ンティアとして参加

五箇 該当する行事無し ※地区内の中学生　0人

和泉 7 16 七夕のつどい 和泉地域交流センター 子供対象行事

7～8 ラジオ体操 地区内集落 子供・老人クラブ

8 14 ふるさと夏まつり 和泉地域交流センター 通常は8月14日、今年度は未定

9 11 地区敬老会 学校体育館 ボランティア参加

9 10～11 和泉いきいき発表会 学校体育館

中学校文化祭(10日)と地区敬老
会(11日)に会場で保育園・小中
学校・地区民の作品を合同で展
示

10 2 和泉合同体育大会 学校グラウンド
保育園・学校・地区
合同開催

各公民館に照会し、回答があった行事を記載している。
照会の条件は、次のとおり。
　・行事は、令和4年度の行事を基本とすること。
　・令和4年度に中止した行事でも、今後開催する予定の行事についても記入すること。
　・この場合、日の欄には上旬、中旬、下旬、第○日曜日等、おおよその時期を想定できる表現を記入すること。



統合事業について

１ 統合事業の趣旨

学校の統合に当たり、学校の歴史を振り返り、地区への愛着の気持ちを深め、

学校の記録と記憶を残す。

２ 事業の実施主体

実施の要否を地区内で決定する。

地区住民（保護者、各種団体等）、学校で実行委員会を設置する。

３ 経費

大野市小学校再編支援事業補助金交付要綱で、補助率を２分の１としている。

中学校の再編に際しても、この要綱に準じて補助を行うこととしたい。

４ 事業の内容

内容は、実行委員会で協議し決定する。

○ 旧乾側小学校の例（令和３年３月２８日（日））

記念誌の発刊、記念碑の設置

イベントの実施

記念碑除幕式、学校の歴史を振り返るスライドショー

さいご（最後）の登校日（写真展示、黒板アート、給食試食など）

○ 旧蕨生小学校の例（平成２４年３月２４日（土））

記念誌の発刊、記念碑の設置、除幕式、写真展示

○ 旧森目小学校の例（平成２２年３月２８日（日）

記念誌の発刊、記念碑の設置、除幕式

謝恩会（児童の学習発表、太鼓演奏、アトラクション、飲食あり）

資料 ２



○中学校の施設の状況

学校名 開成中学校

竣工年（経過年数） 昭和48年（49年）

校舎面積 6,002㎡

体育館面積 1,550㎡

運動場面積 15,200㎡

学校名 陽明中学校

竣工年（経過年数） 昭和46年（51年）

校舎面積 5,718㎡

体育館面積 1,442㎡

運動場面積 17,057㎡

学校名 上庄中学校

竣工年（経過年数） 昭和61年（36年）

校舎面積 2,891㎡

体育館面積 1,220㎡

運動場面積 20,692㎡

学校名 尚徳中学校

竣工年（経過年数） 昭和36年（61年）

校舎面積 3,903㎡

体育館面積 1,203㎡

運動場面積 28,929㎡

学校名 和泉中学校

竣工年（経過年数） 平成17年（17年）

校舎面積 1,700㎡

体育館面積 1,406㎡

運動場面積 4,160㎡

資料　３


