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≪豊岡市立五荘小学校・奈佐小学校統合準備委員会 報告書≫ 
 

 全４回の統合準備委員会におきまして、調整を要する項目について協議・調整を終えましたので、

その結果を一覧表に整理し報告します。 

 なお、協議・調整を行うに当たり、次に掲げる事項を確認した上で進めました。 

 

【調整に当たっての確認事項】 

１ 記念行事・交流事業 

・閉校及び統合式典については、行政及び学校が主体となって実施する。 

・閉校及び統合にかかる記念行事については、地域やＰＴＡが主体となって調整・実施する。 

２ ＰＴＡ組織運営 

・ＰＴＡの組織運営に関わる事項は、両学校のＰＴＡで調整する。 

３ 学校と連携した地域事業 

・各連携事業の詳細は、コミュニティ組織と学校又はＰＴＡで調整する。 

４ 通学方法 

・奈佐地区の子どもたちの通学方法について検討することとし、五荘地区については現行の通

学方法を継続することを基本とし、必要に応じて調整する。 

５ 指定用品 

・違いのある指定用品について調整を図る。 

６ 学校運営 

・学校運営は、両学校の校長、教頭、必要に応じ学校職員等で協議、調整を図る。 

 

 

１ 総務部会関係項目 調整結果 
 

⑴ 学校名、校歌、校章、校旗等について 

項 目 調整結果 

学校名、校歌、 

校章、校旗等 
・学校名、校歌、校章、校旗等は、五荘小学校の現行のものに合わせる。 

 

⑵ 記念行事・交流事業について 

項 目 調整結果 

閉校及び統合式典 

・式典は、行政及び学校が主体となり実施する。 

・閉校式は、学校の修了式と同日の2021年３月24日（水）に実施する。 

・統合式は、学校の始業式と同日の2021年４月７日（水）に実施する。 

閉校記念行事 

・閉校記念行事は、奈佐地区やＰＴＡが主体となり実施する。 

・閉校記念行事を2021年５月２日（日）に実施予定。 

・閉校記念誌の発行に向けて調整を進める。 

・閉校記念誌に掲載する奈佐小学校人文字空撮写真の撮影を2020年 

８月２日（日）に実施。 

統合記念行事 ・地域主催の統合記念行事は実施しない。 

交流事業 ・両学校で交流授業を実施するほか、自然学校を合同で実施する。 

 

⑶ ＰＴＡ組織運営について 

項 目 調整結果 

ＰＴＡ組織・運営 
・ＰＴＡの組織・運営に関わる事項は、両学校のＰＴＡによって調整

し、決定する。 
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⑷ 学校と連携した地域事業について 

項 目 調整結果 

放課後子ども教室 
・奈佐地区において、子どもの居場所づくりとして放課後子ども教室

を開設することを検討する。 

子どもたちが関わ

る地域の事業 

・子どもたちが関わる地域の事業は、コミュニティ組織、学校及びＰＴ

Ａで従来事業を元に引き続き協議・調整する。 

 

２ 通学部会関係項目 調整結果 
 

⑴ 通学方法について 

項 目 調整結果 

通学方法 

・奈佐地区の児童は、原則、バス通学とする。 

・原則、路線バスを利用し、一部スクール臨時バスを運行する。 

・学校行事等、通常と異なる時間帯もスクール臨時バスを運行する。 

・奈佐地区奥岩井方面をバス運行経路に加える。 

  ※ スクール乗車便のみ。路線バスは一般乗客も利用可。 

  ※ バス転回場の敷地確保について別途調整を行う。 

・通学バスの乗降場所は、路線バスのバス停とする。 

  ※ 新設するバス停の位置は別途調整を行う。 

・五荘奈佐幼稚園の通園バスの取扱いは、小学校通学バス運行方法を

参考に、別途調整を行う。 

見守り活動 

（登下校時） 

・地域での見守り活動は、五荘地区の活動を参考に、奈佐地区において

実施方法等を検討する。 

 

⑵ 学校指定用品について 

項 目 調整結果 

制 服 
・制服は、統合と同時に五荘小学校のものに統一する。 

・五荘小学校保護者に制服リユースの協力を呼び掛ける。 

体操服 
・体操服は、奈佐小学校で現在使用中のものをそのまま使用し、買

い替え時に五荘小学校の体操服に統一する。 

上履き ・上履きは、同等用品のため現在使用中のものをそのまま使用する。 

名 札 ・名札は、五荘小学校のものに統一する。 

水 着 
・水着は、同等用品のため現在使用中のものをそのまま使用する。 

・水泳帽は、統合と同時に五荘小学校のものに統一する。 

通学帽 ・通学帽は、黄色の帽子とする。（男子はキャップ、女子はハット） 

その他学用品 ・その他の学用品等は、日々の学校指導の中で取り決める。 

 

３ 学校運営部会関係項目 調整結果 
 

項 目 調整結果 

学校運営及び学校

行事に関わること 

・両小学校において、校区の広がりや特性を活かし、子どもの視点に 

立った調整を図り決定する。 
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○ 五荘小学校・奈佐小学校統合準備委員会等の実施状況 
  

⑴ 統合準備委員会 

   第１回  2020年１月21日（火）  第３回  2020月６月22日（月） 

   第２回  2020年２月21日（金）  第４回  2020年11月16日（月） 

 ⑵ 総務部会 

   第１回  2020年１月21日（火）  第３回  2020月11月16日（月） 

   第２回  2020年２月21日（金） 

 ⑶ 通学部会   

   第１回  2020年１月21日（火）  第４回  2020年６月22日（月） 

   第２回  2020年２月21日（金）  第５回  2020年11月16日（月） 

   第３回  2020月３月30日（月） 

 ⑷ 学校運営部会 

   学校教職員で適宜実施 

 ⑸ 広報活動 

   市ホームページで検討状況を公表   

   統合準備委員会だより発行 ３月25日創刊号、７月25日第２号 

 

 

○ 五荘小学校・奈佐小学校統合準備委員会名簿 
 

委員長  深山 義行（奈佐地区区長会長） 

副委員長 岡﨑 直美（五荘地区コミュニティ会長） 

 

 

 

区分 五荘地区 奈佐地区 総務部会 

地域代表 

岡﨑 直美 深山 義行 部会長   中西 正芳(五荘) 

副部会長 岡下  進(奈佐) 

部会員 

(五荘)岡﨑直美 西村充春 安井博  

森田秀明 岸本伸正 小畑裕子 

澤田毅 

(奈佐)深山義行 岡下修 杉山奈央子 

今井美穂 川﨑一夫 

安井  博 岡下  修 

吉田 文彦 上田 哲也 

西村 充春 
※2020年2月まで 

森本 博士 

森田 秀明 
※2020年6月から 

 

ＰＴＡ代表 

中西 正芳 岡下  進 通学部会 

岸本 伸正 太田 周平 部会長   上田 哲也(奈佐) 

副部会長 吉田 文彦(五荘) 

部会員 

(五荘)池垣睦生 岡田美由樹 

尾﨑裕子 株本治夫 

(奈佐)森本博士 太田周平 清水徹 

森本陽介 太田垣完児 

池垣 睦生 杉山奈央子 

岡田美由樹 清水  徹 

 今井 美穂 

就学前保護

者代表 

小畑 裕子 森本 陽介 

尾﨑 裕子  学校運営部会 

学校職員 

校長 澤田  毅 校長 川﨑 一夫 (五荘)澤田毅 株本治夫 

(奈佐)川﨑一夫 太田垣完児 

両校学校教職員 教頭 株本 治夫 教頭 太田垣完児 

      （敬称略）              （敬称略） 


