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開会
（委員長 ）
定刻 にな った ので 、 今か ら第 ８回 吉川 小 学校 区統 合準 備委 員 会 を 始め る。
委員 の皆 様に おか れ て は 、ご 多用 の中 ご 出席 を い ただ き 、 感 謝申 し上 げる 。
最近 は 、 朝晩 の 気 温 差が 大き く 、 体調 管 理に 留意 して いた だ きた い。 また、
会食等の 機会が 多く なる年度 末を迎 える が 、新 型コロ ナウイ ルス感染 症の感
染拡大防 止に努 めて いただき たい。 くれ ぐれもご 自愛い ただ きたい。
審議に先 立ち、委 員 の過半数 が出席 され てい るの で、本日 の 会議が成 立し
ているこ とを報 告 す る 。
本日、非公 開事項 に 該当する 内容が あ れ ば、お知ら せいた だ きたいと 思 う
が、皆様 いかが か。
【非公開 該当事 項な し】
それでは 、 本日 の会 議につい てはす べて 公開とし て開催 する 。
令和３年 ４月に いよ いよ統合 するに あた り、今 回の統 合準備 委員会は 節 目
の会とな る。そ こで 、 教育長 からご 挨拶 をいただ きたく 思う 。
（教育長 ）
第 ８ 回を 迎え るこ の 統合 準備 委員 会に ご 参加 いた だき 、感 謝 申し 上げ る。
お そ らく、この全 体 会が最後 の会に なる と思われ るので、一 言お礼を 申し上
げる。
-1-

先日 、３ 校で 閉校 式 があ り、 私も 参加 さ せて いた だい た。「 学校 で学 んだ
こと や先 輩や 地域 の 方々 の思 いは 、私 た ちが つな いで いき ま す。」 と 発表し
た児童が おり、学 校 再編を進 める立 場の 者として、身が引 き 締まる思 いを抱
いた。本 当にい い閉 校式であ ったと 思う 。
平 成 30 年度から 、学校再編 に関し て 本 格的な協 議に入 り、令和元 年の 10
月 に この 委員会 を発 足させて いただ いた 。約１年半 の長き に わたって、多 く
の意見を いただ きな がら、慎重 に審議 し ていただ き 、４月 に 統合を 迎 えるこ
とができ た。委員 の 皆様には 全体会 をは じめ、複数 の 部会 に 参加して 審議を
いただい た。
総務部会 では、校 名 や校歌・校 章等の 学 校の根幹 にかか わる ような重 要事
項に関し て 、保護 者 や地域の 方の意 見を まとめな がら、決 定 をしてい ただい
た。
PTA 部会につい ては 、東吉 川小学 校を含 めて ４校 のそれ ぞれ 違う 学校 組織
を一つに まとめ る 重 要な役割 を果た して いただい た。
学校運営 部会に 関し ては、それぞ れの学 校の特色 を生か した 学校づく りに
つ いて、幾 度とな く 部会 を開 催され 、次 の新しい スター トが 切れるよ うに準
備してい ただい たこ とに感謝 申し上 げる 。
通学・安全 部会に 関 しては、保 護者の 協 力のもと、さまざ ま な 要望を 受け
止 めなが ら 、通 学方 法を決定 するこ とが できた。 感謝を 申し 上げ たい 。
いよいよ、４月か ら 新しい吉 川小学 校が スタート する。令 和 ４年度に は東
吉川小学 校も一 緒に なる。東吉 川小学 校 について は、統合 準 備委員会 の部会
と し て 、引き 続いて 統合に向 けて 見 守り ながら 協 議を 進 めて いってい ただき
た い。
委員の皆 様 にお いて は 、吉川小 学校を 見 守ってい ただく とと もに、改め て
今までの ご支援 ・ご 協力に感 謝申し 上げ る。
（委員長 ）
ありがと うござ いま した。こ の後、 教育 長は退出 されま す。
（教育長 退出）
（委員長 ）
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そ れでは、各部会 長 から部会 での協 議内 容を 報告 して い ただ く。部会長 か
らの報告 を受け て、 質疑応答 の時間 を設 け る 。
その後、 承認事 項に ついては 、委員 の皆 様にお諮 り する 。
以上の流 れを、 部会 ごとに行 ってい く。
円滑な統 合を行 うた めにも、委 員の皆 様 には、積極 的にご 発 言いただ きた
い。
ま た、本日 の会議 に つ いては、新型コ ロ ナウイル ス感染 拡大 防止の観 点か
ら 、 １時 間以内 で協 議を進め ていき たい のでご協 力をお 願い する 。
また、会 議中も 換気 を行 うこ とを 了 承願 う 。
２

報告 事項
報告事項 なし

３

各部 会から の報 告及び協 議

(1) 総務部 会
（部会長 ）
令和３年 ２月 21 日に３校の 閉校式 が無 事に終了 した。 お手 元にある 各学
校からの 報告書 及び 神戸新聞 掲載記 事の ご一読を 願う。
吉川小学 校で 掲 揚す る 新しい 校章の 入っ た 旗につ いては 完成 し、こ こで披
露 す る。
刺繍校旗 につい ては 、４月の 開校式 に間 に合うよ う 製作 中で ある。
体 育館舞 台上の 横幕 の 中央に 掲げる 新校 章 刺繍も 製作 中 であ る。
体 育館演 台の校 章も 吉川小学 校 の 新 校章 につけ直 す 予定 であ る。
各学校の 歴代校 長の 写真が 多 く 、すべて 吉川小で 掲示す るこ とは難し いた
め、フ ァイル に保存 して吉川 小学校 で保 管する 。歴代 PTA 会長の写真 につい
て も 同様 に して 保管 する。
備品等の 引越作 業は 現在進行 中であ る。中吉川小 や上吉 川小 の使える 備品
は既 存の 備品 と入 れ 替え るな どし て、 吉 川小 学校 の学 習環 境 を整 えて いく。
３校の統 合によ り 、学習備品 が充実 し、４月から 子ども の学 習活動に 生かし
て い く。
開校式に ついて は 、４月７日（水）10 時 より教育 長出席 のも とで 行う 。始
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業式はそ の後に 行う 。参加者に ついて は 教育長、PTA 会長ほ か、今後コ ロナ
の感染拡 大状況 を見 極めなが ら 検討 して いく。なお 、式は 児 童・教職員 のみ
で行 い、 保護者 の参 加につい ては予 定し ていない 。
（委員長 ）
部会長よ り総務 部会 の 報告を いただ い た 。また、閉校 式の様 子もそれ ぞれ
綴ってい ただい てい る 。 皆様 のご意 見を 伺いたい と思う が 、 いかがか 。
【質問等 なし】
（委員長 ）
それでは 、 引き 続き 、 PTA 部会の報 告を お願いす る。
(2) PTA 部会
（部会長 ）
前回の部 会で PTA の会則及び 細則等 を作 成し た。 今回は それ を配付 し て、
改めて保 護者に 確認 をいただ いた 。 ２ 月 26 日に第 10 回 の PTA 部会を開 催
し、ほとん ど 修正 等 の 意見が 無か っ たこ とを確認 してい る。最終的な 確認が
終わって いるの で、 ３月 12 日に 新 PTA 役員会議 を開催 し、 決まった ことを
引き継い だ。
４月以降 になら ない と決まら ないこ とも あるので 、４ 月に入 ってから 総 会
前 に吉川 小学校 の 教 職員と打 合せを 行う 。
（委員長 ）
以 上、PTA 部会の報 告であっ たが、 次に 進めても よいか 。
【質問等 なし】
（委員長 ）
それでは 引き続 いて 学校運営 部会の 報告 をお願い する。
(3) 学校運 営部会
（部会長 ）
緊急事態 宣言中 は 直 接集うこ とはせ ず、メールや 電話で 連絡 調整 を行 って
き た 。各学 校長の ネ ットワー クは 、こ の 統合準備 委員会 によ って より 強固 な
ものにな ったと 自負 している 。
魅力ある 教育課 程づ くりにつ いては、各 校の人材 バンク づく りを進め 、統
合校につ なげて いく 。人材バ ンクづ くり は、これ で完成 とい うわけで はなく 、
-4-

今 後 、ま ち づ くり 協 議会 等 の 皆様 の協 力 を得 なが ら、 拡充 さ せて いき たい。
メモリア ルコー ナー 等 につい て は 、各 校 の大変貴 重な品 物、例えば、卒 業
制作物や学校に寄付していただいた書道作品等を吉川小学校の校舎の一部
に展 示し 、統 合前の 様子をい つも懐 かし く思い出 せるよ うな コーナー にして
いきたい 。１年 後に は、東吉 川小学 校の 品物 もそ こに加 わる 。
２ 月 26 日に予定し ていた 第 ３回交 流事 業につい ては、 緊急 事態宣言 が解
除されず 、中止 とし た。しか しなが ら、中 吉川小・上吉 川小 の児童の 通学 練
習のみ実 施し、バ ス が到着し て から、ど のような 動線で 校舎 に入って いくの
かを練習 した。
当 日は、６ 台の通 学 バスが連 なって 入校 してきた。４月か ら は委託 業 者が
運行手順 につい て 、運転手 と 綿密な 打合 せを行う と思う ので 、今から報 告す
るような ことは ない と思うが、その 日 だ けは、決め てない 経 路から入 ってき
たり 、曲 がり 切れ ず に切 り返 しを 何度 か 行っ たり しな がら の 到着 であ った。
ま た、以前 ここで 報 告した通 学バス の経 路につい て、考え 直 してほし いと
いう声が 地域か ら上 がり、それ を受け て 学校運営 部会と して 、通学安全 部会
から切り 分けて 引き 継ぐとい うこと で調 整させて いただ いた 。
そ こで、地 域の方 に 通学バス の経路 の再 考を提案 してい る 。３月７日 の五
連自治会 連絡協 議会 時に説明 し 、アンケ ートを通 して 意 思決 定をして いただ
い た 。学 校再 編室 や ５人 の 自 治会 長と も 相談 して 、こ の流 れ で行 って いる。
みなぎ台 の 坂の 下か ら 上って き て一 つ目 の信号が 一丁目 の信 号、も う一つ
上の信号 が２丁 目の 信号であ る 。その ２ 丁目の信 号 を右 に曲 がって、す ぐま
た右に曲 がって、小 学校に下 りてく ると いう経路 につい て、自治会に も諮り
同意を得 た。その 経 路を 学校 に向か う 時 はそのま ま、下校 時 や車庫に 向かう
時は 正門 から出 て左 に下りて いく 、つま り１丁目 の方に 下り ていくと いう 新
しい経路 を提案 して いるとこ ろであ る。
保護者の 送迎の ルー ルについ ても 前 回報 告させて いただ いた が、実 際にそ
のルール がきち んと 守られて いるか そう でないの かとい うこ とも含め て 、開
校後も地 域との 調整 が必要で あると 考え る。
総務部会 から備 品の 移動につ いての 日程 を報告さ せてい ただ いたが 、一足
先に第２ 図書室 の整 備を進め ている 。３ 月８日（ 月）に中 吉 川、上吉 川から
図書の引 越 しを 行い 、コモン ホール に第 ２図書室 をつく って いる 。
みなぎ台小学校の児童はいつから第２図書室が使えるのか楽しみにして
い る 。学校 再編室 に は、書架の 前に 本 の 日焼 け防 止 カー テン をつけて もらっ
た 。今後、上吉川 小 からピア ノ等も 届く 予定であ る。みん な が集える 場所で
あり、図 書室で あり 、より整備 された コモ ンホール になる こと を願って いる。
子どもた ちの活 動に つながる 準備を 進め ていきた い。
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２ 月 12 日に入学説 明会を３ 校合同 で行 った際に 、 吉川 小学 校開校に 向け
て、保護者 への案 内 冊子 を配 布した。ま た、入学児 童保護 者 以外に在 校生児
童保護者 にも同 様の ものを配 布し 、確 認 をしても らって いる 。各校の教 職員
とも読み 合わせ を行 い、課 題を洗 い出し ていると ころで ある 。PTA 部会か ら
報告があ ったよ うに 、事前に準 備を整 え ていると ころで ある が、準備ど おり
にいかな かった り、準備して いても もう 少し手を 加えた りし た 方がい いとい
うことが これか らも 多々出て くると 思う ので、このよ うな流 れでつな いでい
き た い。
家庭訪問 につい て は 、吉川小学 校では 一 斉にしな い方針 で、その代わ りに
個別懇談 を全保 護者 に実施し ていき たい 。
特別支援 学級に つい ては、吉川 小学校 で は知的学 級を １ 学級 、自閉・情 緒
学級を１ 学級 開 設す る予定で ある。
知的学級 は中吉 川小 学校の「 ひまわ り学 級 」とい う名称 を継 承し、自 閉・
情 緒 学級 は上吉 川小 学校の「に こにこ 学 級 」を引き 継ぐ予 定 である。少 しで
も 子 ども 達がス ムー ズに新し い学校 に親 しめる よ うに努 めた い。
校 舎等の 整備に つい ては、通学バ スのロ ータリー 工事 を 急ピ ッチで進 めて
おり、新学 期には 完 全に 整備 される もの と考えて いる。木 々 の伐採や 案内表
示に つい ては 、学 校 再編 室 と 連絡 調整 し 、順 調に 進め てい る とこ ろで ある。
次年度の 交流事 業及 び吉川小 学校と 東吉 川小学校 の役割 分担 について 、話
し合いを 進めて いる 。
（委員長）
ありがと うござ いま した。 質 問等は ある か。
【質問等 なし】
(委 員 長)
それでは 続きま して 、通学・ 安全部 会か らの報告 をお願 いし ます。
(4) 通学・ 安全部 会
（部会長）
学校運営 部会か らか なりの点 につい て説 明があっ た。ロータ リーの建 設工
事が遅れ ている とい うこと 、バス の進入 路につい ても先 ほど 説明があ ったと
おりであ る。
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バス乗車 の時刻 表（ 最終版）に 基づい て 運行を行 い、課題 が 生じたと きは
その都度 協議を して いく。
みなぎ台 地区か らの ご意見 に ついて は、バスル ー トを変 える とかとい う以
前の 問題 とし て、 今 後保 護者 もい ろん な 理由 で来 校機 会も あ ると 思う ので、
今 回の通 学につ いて のルール をよく 守っ ていただ き、皆様 の 意識付け を行い
ながら 、地域 住民の 方と円滑 な学校 運営 ができる ように 進め ていって いただ
き た い。
（委員長）
ありがと うござ いま した。
報告事項 に対し て、 皆様のご 意見を 伺い たいと思 うが、 いか がか。
皆 様から 質問等 がな いので、 次に進 めさ せていた だく。
事務局か ら連絡 事項 があった らお願 いす る。
４

その 他
（事務局 ）
最後に連 絡とお 願い を申し上 げる。
２ 枚資料 を付け てい る。１枚は 統合準 備 委員会の 設置要 綱で あり、２枚 目
は東吉川 小学校 の統 合準備部 会（案 ）で ある。
令和４年 度の東 吉川 小学校が 統合す ると いう方向 性が決 まっ ており 、そ れ
に向けて、東吉川 小 学校と吉 川小学 校と の統合準 備が必 要と なってく る。こ
れまで１ 年半に わた って、東吉川 小学校 が入って ４校で 統合 に必要な 骨 格 と
なる部分 につい ては ほとんど 準備が 完成 している 。あ とは東 吉川小学 校も 入
って くる にあ たっ て 、や らな いと いけ な いこ との みを 相談 す る機 関と して、
準備部会 を立ち 上げ たいと思 う。
部会につ いては そこ に記載し ている 12 名のメン バーで いき たい。 教 頭先
生に出て いただ く必 要がない 会議も あり 、場合に よっては 10 人で会議 を進
め て いけ たらと 考え る。
協議内容 につい ては 、交流 事業の あり方 やバス停 の最終 的な 調整を考 えて
いる。
統合準備 委員会 の下 に東吉川 小学校 統合 準備部会 を設置 する 関係上 、設置
要綱 を少 し改 訂し た 。「第 ６ 条の ５そ の 他教 育長 が必 要と 認 める 部会 につい
てつくる ことが でき る 」という 表現に し ている。こ れに基 づ いて、東吉 川小
学校統合 準備部 会を 設置して いきた い。
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た だ、全体 会とし て 統合準備 委員会 が 会 議する機 会 は 、基 本 的には本 日で
最後にな ると考 えて いる。東吉川 小学校 統合準備 部会に つい ては傘下 の部会
となるの で、ここで 決まった 内容に つい ては委員 の皆様 にも お知らせ したい 。
顔を合わ せての 会と してはこ れが最 後と 考えてい るが 、あと １年間見 守っ
ていただ きたい。会 は開かな いが、解 散 せずに見 守って いた だきたい。ご意
見等があ ったら いた だきたい 。
（意見な し）
で は、この ような 形 で進めさ せてい ただ きたい。適 宜、情 報 はメール 等で
お知らせ してい く。
（ 教育振 興部長 ）
本日は遅 い時間 に 、またお疲 れのと ころ 、出席をい ただき 、本当に感 謝し
てい る。1 年半 、何 度も会議 を重ね てい ただき、いろん な課 題を協議 して い
た だ き、ま た 決定 し ていただ いたこ とに 感謝申し 上げる。お かげ さま であ と
1 か月も立 たない う ちに吉川 小学校 が開 校する。ま ずは子 ど もたちが 安全に
安心して 通い、楽 し い学校生 活を送 り、新しい学 校をつ くっ ていって くれる
のが私た ちの願 いで ある。
今後 、微 調整 して い くこ と も あろ うか と 思う が、 その 際に は 教育 委員 会、
学校、保 護者の 皆様 とも協議 してい きな がら、進 めてい きた い。
いったん、全体の 会 はこれで 終了す るが 、引き続き 子ども た ちの見守 りを
お願いし たい 。東 吉 川小学校 の統合 につ いても 引 き続き、お 力添えを いただ
き た い。 ありが とう ございま した。
（委員長 ）
ありがと うござ いま した。
皆様と顔 を合わ せて の会はこ れで最 後に なる。 令 和元年 10 月に統合 準備
委員 会を 立ち 上げ て 、 １ 年 ６ か月 が過 ぎ た。 その 間、 地域 の 方々 のご 理解、
PTA の皆様 、関係 者 の皆様、委 員の皆 様 、教育委員 会の皆 様 のご尽力 で本日
を迎えら れた。 お礼 と感謝を 申し上 げる 。
５

閉会
（副委員 長）
教育 長か らは 1 年 半と いう 長き にわ た って とい う言 葉が あ った が、 実際
にこれだ けの大 きな 統合を行 う中で、1 年半とい う期間 は短 い期間で あった
と感じる 。
委員 の皆 様 に おい て は、 数多 くの 決め ご と 等 を進 めて いっ て いた だい た。
おかげで 、 なん とか ４月に吉 川小学 校を 発足す る ことが でき そうであ る。
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た だ、吉川 小学校 と いう箱が できた にす ぎないと 捉え、今 後 この箱に 何を
詰めてい くかと いう ことが大 事なこ とに なってく ると考 える 。昔、まちづ く
り協議会 の中で 、子 どもに求 めるも のは 何かとい うアン ケー トを取っ たこと
があ る。 大き な関 心 ごと が ２ つあ り 、 １ つは 「学 力向 上」、 もう 一つ は 「社
会 性の育 成 」であ っ た。どうす れば、こ れらの力 を身に つけ させられ るか と
いう こと につ いて は 、こ の 統 合準 備 委 員 会で 話を する こと は でき なか った。
しか しな がら 、 吉 川 小学 校が 発足 した 後 は、「 学 力向 上 」 や 「社 会性 の育
成」のため に何が 必 要かとい うこと を 学 校任せに するの では なく、保護 者や
地域の皆 様とと もに 考えて 、 よりよ い学 校をつく ってい きた い。
この準備 委員会 で終 了ではな く、学校 運 営に関し ても、何 ら かの会議 の機
会をもっ ていた だき たいと考 える。
話は変わ るが、私 も 上吉川の 閉校式 に参 加した。い いなと 感 じたのは 式の
内容もさ ること なが ら、卒業生 がたく さ ん来てい たこと。や はり、卒業 生が
来てくれ る学校 とい うのは、そ の学校 が 素晴らし かった とい うこと、友 だち
関係も良 好であ った のではな い かと 感じ ている 。人数 が増え た新しい 学校で
も、子ど もたち が仲 良く 過ご せるよ うな 校風が求 められ ると 思う。
これが終 わりで なく 、ここから スター ト だという 気持ち を抱 いて 、新し い
吉川小学 校を創 って いってい ただき たい 。
みなさん 、お疲 れ様 でした。 ありが とう ございま した。
（委員長 ）
みなさま 、 お疲 れ様 でした。
本当にあ りがと うご ざいまし た。
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