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≪合橋・高橋地区小学校園統合準備委員会 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（園）式及び統合式については、行政及び学校が主体となって実施する。 

・閉校（園）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、合橋小学校と高橋小学校、合橋認定こども園と高橋認定

こども園のＰＴＡ同士で調整する。 

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・通園方法 

・高橋地区の子どもたちの通学・通園方法について検討することとし、合橋地区については現

行の通学・通園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（園）運営 

・学校（園）運営は、両校（園）の校（園）長、教頭、必要に応じ学校（園）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（園）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 

・統合後の学校名、校歌、校章、校旗等は、合橋小学校のものをそのまま

使用する。 

認定こども園名 ・統合後の認定こども園の名称は、合橋認定こども園とする。 

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 

１ 豊岡市立高橋小学校閉校式 

⑴ 閉校式は、行政及び学校が主体となり、2023年３月25日（土）に実

施する。また、高橋認定こども園の閉園式もあわせて実施する。 

⑵ 詳細については今後、高橋地区関係者、学校等と調整を進める。 

２ 豊岡市立合橋小学校統合式 

⑴ 統合式は、行政及び学校が主体となり、始業式と同日の2023年４月

７日（金）に実施する。 

閉校記念行事 

１ 豊岡市立高橋小学校 

⑴ 閉校（園）記念行事 

高橋地区の実行委員会等が主体となり、次のとおり実施する（一部

の行事については実施済）。 

ア 高橋校区民大運動会（2022年９月18日（日）） 地区主催 

イ 高橋ふるさと文化祭（2022年11月19日（土）） 地区主催 

ウ 実施内容を検討する（2023年３月25日（土）） 
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項 目 調整結果 

⑵ 閉校（園）記念誌 

高橋地区の閉校記念誌発刊委員会で記念誌の発行に向けて調整を

進めている。 

⑶ ＰＴＡ組織運営について 

項 目 調整方針 

ＰＴＡ組織・運営 

・ＰＴＡ規約は、合橋小学校のものを基本に運営していく中で、2023年度

に必要に応じて見直しを検討する。 

・その他役員体制や事業、会費等については、ＰＴＡ同士で協議し、決定

する。 

⑷ 学校と連携した地域事業について 

項 目 調整方針 

子どもたちが 

関わる地域の事業 

・コミュニティ組織、学校・園及びＰＴＡで従来事業を元に引き続き協議・

調整する。 

 

２ 通学・通園部会関係項目 調整結果 

⑴ 通学・通園方法について 

項 目 調整結果 

通学・通園方法 

統合による高橋地区の子どもたちの通学通園方法を以下のとおりとする。 

１ 通学通園方法 
市営バス「イナカー河野辺線」とスクールバスを併用する。園児は

保護者送迎を原則とするが、希望する４・５歳児はバスを利用可とする。 
２ 対象者 

・高橋地区の児童（小学生） 
・バス通園を希望する４・５歳児 

３ 運行本数 
⑴ 登校（園）便：１便 
⑵ 下校（降園）便：２便（保育・５校時終了後、６校時終了後） 

４ バス乗降場所 
イナカー各バス停 

５ 使用車両 
イナカー車両：大型バス、マイクロバス 

６ 安全運行対策等 
・通学訓練の実施 11/4、１月又は２月（予定） 
・通学訓練時及び統合当初の一定期間中において市教育委員会事務局職

員等による安全確認を行う。 

見守り活動 

（登下校時） 

登下校の見守り活動は、現在、各区で行っている見守り活動を継続するこ

とを基本に保護者・地域で統合までに詳細を調整する。 

⑵ 学校園指定用品について 

ア 小学校 

項 目 調整結果 

制 服 
統合後は、制服を使用しない。 

※統合前の合橋小の制服を私服とし、使用することは可能とする。 

体操服 

・半袖・短パンは、合橋小の体操服に統一する。 

※買い替えまでは、高橋小の体操服を使用することは可能とする。 

・合橋小体操服のリユースを検討する。 

・長袖、長ズボンは、各家庭で準備し、華美にならないものにする。 

※統合前の合橋小のものを使用することは可能とする。 

１号認定児は登降園 

２号認定児は登園のみ 
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項 目 調整結果 

名 札 統合後は、名札を使用しない。 

その他学用品 

防災頭巾その他の学用品は、基本的に現在のものを使用し、詳細は学校で

方針を決定する。 

※学用品全般において可能な限り保護者に新たな負担が生じないよう配慮

する。 

イ 認定こども園 

(ｱ) ４・５歳児 

項 目 調整結果 

服装 

合橋認定こども園のものに統一 

通園帽子 

カラー帽子 

名札 

通園かばん 

上履き 

持ち物 

防災頭巾 

(ｲ) ０～３歳児 

項 目 調整結果 

服装 
活動しやすく脱着しやすいもの 

※2022年度高橋スモック廃止 

通園帽子 自由 

カラー帽子 園用を使用 

名札 
なし 

※2022年度高橋名札廃止 

通園かばん リュック(指定なし) 

上履き 白いもの（３歳児） 

持ち物 
合橋認定こども園のものに統一 

※ひらがな氏名印、おたより袋を個人購入 

 

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 

・教育目標やふるさと教育、学校行事は、校区の広がりや特性を活かし、

調整を図ったうえで学校で決定する。 

・高橋小学校の複式学級の履修状況を把握し、引き継ぐ。 

・小小連携教育、通学訓練の中で統合までに子どもたち同士の交流を図

る。 

 

４ こども園運営部会関係項目 調整結果 

項 目 調整結果 

園運営及び園行事

に関わること 

教育・保育目標や園行事は、合橋地区・高橋地区の特性を活かし、調整

を図ったうえで園で決定する。 
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○ 合橋・高橋地区小学校園統合準備委員会等の実施状況 

⑴ 統合準備委員会 

   第１回  2021年10月７日（木）  第３回  2022月８月24日（水） 

   第２回  2022年３月29日（火）  第４回  2022年10月17日（月） 

 ⑵ 総務部会 

   第１回  2021年11月８日（月）  第３回  2022月８月24日（水） 

   第２回  2022年３月29日（火）  第４回  2022年９月20日（火）〔書面会議〕 

 ⑶ 通学・通園部会 

   第１回  2021年11月８日（月）  第４回  2022月８月24日（水） 

   第２回  2022年３月29日（火）  第５回  2022年９月20日（火）〔書面会議〕 

   第３回  2022月６月28日（火） 

 ⑷ 学校運営部会及びこども園運営部会 

   学校（園）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 10月25日創刊号、４月25日第２号、９月25日第３号 

○ 合橋・高橋地区小学校園統合準備委員会名簿 

委員長  植田 博成（合橋小学校前ＰＴＡ会長） 

副委員長 上坂 昌弘（高橋小学校前ＰＴＡ会長） 〔2022年３月まで〕 

副委員長 平岡 康寛（高橋小学校ＰＴＡ会長） 〔2022年４月から〕 
 

区分 合橋地区 高橋地区 

地域ｺﾐｭﾆﾃｨ 

・ 

地区代表 

谷垣 洋一郎 小峠 惠介 

永井 道則 桑田 均 

數森 勝己 
※2022年３月まで 

桒垣 一夫 

渋谷 厚志 
※2022年４月から 

石坪 国雄 

前田 正志  

ＰＴＡ代表 

・ 

就学前 

保護者代表 

植田 博成 上坂 昌弘 
※2022年３月まで 

大石 徳和 木村 光男 
※2022年４月から 

野村 麻紀 
※2022年３月まで 

尾川 沙織 
※2022年３月まで 

廣瀬 麻美 
※2022年４月から 

坂井 麻芸 
※2022年４月から 

土肥 正敬 平岡 康寛 

水谷 東洋 衣川 拓也 
※2022年３月まで 

永棟 哲也 
※2022年４月から 

西垣 克哉 

学校職員 

校長 廣井 芳典 校長 河本 澄 

教頭 石井 栄二 
※2022年３月まで 

教頭 中川 郁 

教頭 嶋﨑 学 
※2022年４月から 

 

認定こども園職員 吉岡 美和子 
※2022年３月まで 

田畑 智子 

 

総務部会 

部会長  小峠惠介（高橋） 

副部会長 土肥正敬（合橋） 

(合橋) 谷垣洋一郎 永井道則 

 數森勝己  渋谷厚志 

 前田正志  植田博成 

 永棟哲也  廣井芳典 

 吉岡美和子 

(高橋) 桑田均  桒垣一夫 

 石坪国雄 上坂昌弘 

 衣川拓也 平岡康寛（2022年4月から） 

 河本澄  田畑智子 

通学・通園部会 

部会長  平岡康寛（2022年3月まで）（高橋） 

     木村光男（2022年4月から）（高橋） 
副部会長 野村麻紀（2022年3月まで）（合橋） 

     廣瀬麻美（2022年4月から）（合橋） 

(合橋) 大石徳和 水谷東洋 石井栄二 

 嶋﨑学  福田恵美 

(高橋) 尾川沙織 坂井麻芸 西垣克哉 

 中川郁  西村麻理 

学校運営部会 

(合橋) 

 廣井芳典 石井栄二 嶋﨑学 

(高橋) 

 河本澄  中川郁 

こども園運営部会 

(合橋) 

 吉岡美和子 福田恵美 

(高橋) 

 田畑智子  西村麻理 

（敬称略） 


