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芦別市立中学校統合準備委員会（第３回） 会議録 

 

１ 日 時  令和４年８月３０日（火）午後５時５５分～午後７時１０分 

２ 場 所  芦別市役所 第１会議室 

３ 出席者  別紙「出席委員等名簿」のとおり。 

４ 会議概要 

 ⑴ 開会（学務課長） 

   開会を宣言。本会議に、学校部会長の芦別中学校・丹那教頭、ＰＴＡ・地域部会長の啓

成中学校・竹田教頭に出席いただいていることを報告。 

 ⑵ 会長あいさつ（河戸会長） 

   本日は、たいへんお忙しい中、ご参集いただきまして、誠にありがとうございます。 

   冒頭、事務局より紹介もありましたように、本日は２つの部会長であります教頭先生

にもご参集いただいて、それぞれの進捗状況も確認できるかと思います。 

   学校も夏休みが明けまして、若干コロナの関係で気になるところではありますが、感

染防止の対策を取りながら、中学校は学校祭に向けて生徒達が活発に動き出していると

ころであります。また、統合の準備に向けても、それぞれの部会が具体的な動き出しを

しておりますので、今日この会議で共有できればと思います。よろしくお願いします。 

 ⑶ 協議事項（以降、河戸会長が進行） 

  ① めざす生徒像に関するアンケート調査の実施について 

  ○ 河戸会長   それでは、早速、協議の方を進めてまいりたいと思います。協議事

項が５点ありますが、⑴の「めざす生徒像に関するアンケート調査の

実施について」、事務局の方で説明をお願いします。 

  ○ 学務課長   ７月４日に開催されました第２回会議におきまして、校訓や教育目

標については芦別中学校のものを引き続き使用することとなったとこ

ろでありますが、保護者や地域の皆さん、市民の皆さんが見ても、よ

りわかりやすい形で、統合により市内で唯一となる中学校での「めざ

す生徒像」を策定してはどうかとなったところであります。これを受

けまして、校長会で「めざす生徒像」に関するアンケートの実施につ

いてご協議をいただいておりますので、その内容について事務局から

提案をさせていただきます。 

           資料１をご覧ください。趣旨につきましては、先ほど申し上げまし
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たとおりでございます。アンケートの回答資格については、芦別市民、

芦別市内の教育施設に勤務しているかたとさせていただきたいと考え

ております。アンケート実施の周知方法についてでございますが、市

の広報紙、これは今年の１１月号を予定しております。広報紙と同時

期にホームページへの記事の掲載、また、各学校の学校だよりへの掲

載、さらに報道機関への記事掲載の依頼などによりまして、広く周知

し、回答をお願いしたいと考えております。回答期間については、１

１月１日に周知し、この日から始めまして、年内いっぱい１２月３１

日までとさせていただきたいと考えております。集計の結果について

は、第５回の統合準備委員会、これは令和５年２月に開催を予定して

おりますが、その中で協議をし、決定してまいりたいと考えておりま

す。結果の公表につきましては、令和５年５月に、市の広報紙、ホーム

ページ、教育だよりに記事を掲載するなどによりまして、公表してま

いりたいと考えております。そのほかに、独自にチラシなどを作成し、

広く市民の皆様に周知し、中学校の教育活動に関する理解や協力、支

援を依頼する形を取ってまいりたいと考えております。 

           アンケートの具体的な内容については、２ページをご覧いただきた

いと思います。上の部分につきましては、先ほど申し上げた趣旨や目

的、これらについて記載しております。表の中でございますが、回答

資格については先ほど申し上げたとおりでございます。回答の要領で

すが、めざす生徒像としてふさわしい生徒像を選んでいただくという

形にしておりまして、その生徒像につきましては、芦別市において策

定しております学校教育目標、これが記載しているとおり４点ござい

ます。この学校教育目標に沿ったような、そういう姿が思い起こされ

るような生徒像を選んでいただく形にしたいと考えております。さら

に、この学校教育目標に限らず、市民の皆さんがなってもらいたいと

いうふうにお考えの中学生の姿、あるいは、児童生徒の皆さんがこう

いう中学生になりたいというふうに考えている姿、そういうものがあ

れば、それについては自由記述という形で回答していただくことを想

定しています。回答の方法ですが、別紙の回答用紙を持参、郵送、ファ

ックス、電子メール、これらのものでお送りいただこうと考えており
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ます。また、グーグルのフォームを活用して、ＱＲコードから回答で

きるような対応を取らさせていただこうと考えておりまして、こちら

については、周知をするまでの間に作成して対応させていただきます。

以下、回答期間、選考、結果につきましては、先ほどご説明したとおり

でありまして、この件についての問い合わせは、統合準備委員会の事

務局であります学務課の方で対応させていただくということで、電話

番号、ファックス番号、メールアドレスを載せているところでありま

す。 

           ３ページになりますが、こちらが回答用紙となります。具体的に質

問の内容としては、まず１問目が回答者自身のことについてチェック

をしていただくもの。２問目が芦別市の学校教育目標で示されている

姿が思い起こされる生徒像を選んでくださいということで、４点に分

けまして、それぞれの項目で想定される生徒像を一定程度示しまして、

それにチェックを入れてもらう形を取っております。また、それぞれ

の部分で、その他として、記述してもらう部分も設けているところで

す。この点につきましては、ほかにこういう生徒像についても例とし

て挙げた方がいいのではないかというお考えもあると思いますので、

ぜひご意見を頂戴できればと考えております。 

           ４ページの３番としまして、２で示した生徒像以外にそれぞれが考

える中学生の姿がありましたら記述していただこうということで作っ

ております。 

           資料の５ページであります。生徒像を選考した後に、チラシ等を作

成して市民の皆様にも中学校としてのめざす姿、生徒像をお知らせし

ていくということで申し上げましたが、一つの参考例としてご覧いた

だければと思います。神奈川県にあります私立の三浦学苑高校で「目

指す１０の生徒像」を策定し、学校の取組の指針としています。この

ような形で、めざす生徒像をつくりましたら、ピクトグラムのような

ものを使いながら、わかりやすい、見やすい、親しみやすいような形

でパンフレット的なものを作成してまいりたいと考えております。 

           説明は以上です。 

  ○ 河戸会長   今の提案に対して、皆様から質問、意見があればお願いします。 
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  ○ 冨士川委員  意見、質問ではないですが、４ページの３番で「上記１以外」とな

っているが、「２」の間違いではないか。 

  ○ 河戸会長   ３番は、「上記２以外」ということでよろしいですね。 

  ○ 学務課長   はい。後ほど、修正いたします。 

  ○ 河戸会長   この上記２の⑴から⑷までが芦別市の学校教育目標から連想される

ものが載っておりますし、また、校長会４名で具体例を出した中で、

当然、芦別中学校で大事にしているものですとか、啓成中学校で大事

にしているものですとかが含まれているものが、ここに例として挙げ

られておりますので、よろしいですか。この場でなかなか、こういう

生徒像というのは出しにくいのかなと思いますが、もしこれというも

のがあれば、後ほど事務局にお出しいただければと思います。 

           また、実際、生徒や保護者や地域に、めざす生徒像を共有するとい

うのが、今の教育の流れではものすごく大事になってきていると思う

んですよね。特に、コミュニティ・スクールに関わる学校運営協議会

においては、こういう子どもをつくりましょうというのを共有するこ

とはものすごく大事になってきますので、それをわかりやすい言葉で、

いくつもある中で伝える部分では、この三浦学苑高校のチラシはわか

りやすいと思うんですよね。これに、例えば芦別の星が降るようなデ

ザインがちょっと入ったりすると、なお、芦別の特色が出るのかなと

いう感じがします。 

           では、基本的に事務局の案に沿って進めるということでよろしいで

しょうか。 

○ 各委員    （承認） 

  ② 学校部会の取組状況について 

  ○ 河戸会長   続いて⑵の「学校部会の取組状況について」ということで、部会長

であります芦別中学校の丹那教頭先生の方から説明をお願いします。 

  ○ 丹那部会長  学校部会でまず最初に取り組んだことは、生徒指導、特別支援、教

務だとかのグループになっていまして、そこの代表というかリーダー

役を決めたということです。 

次に、制服の変更ということが準備委員会で決まったので、これに取 

り組みました。これについては、けっこう時間がかかるそうです。流れ
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としては、業者を選定し、モデルのサンプルをいただき、そこでその中

から投票で決定し、公開ということになります。だいたい１年くらいか

かると聞いております。それで、私達の方では、２社から見積りを取り

ました。一つは、北海道トンボ株式会社です。札幌です。もう一つは明

石スクールユニフォームカンパニー。私達の年代でいくと、富士ヨット

学生服です。こちらは旭川です。この２つの業者と打ち合わせをしなが

ら詰めているところです。 

本校のＰＴＡの役員の皆さんからご意見をいただいたことがあって、 

ユニクロはどうなんだって話題になったことがあったので、これも検討

してみました。ユニクロについては、確かに上下セットでは１万５，０

００円くらいですむのではないかと思います。当然、ウェブでも買えま

すし、滝川でも買えます。どこでも買えるんですけど、問題はですね、

ユニクロの場合は、制服ではないんですね。普通に売っているジャケッ

トとパンツ、それを学校で制服として採用しましたというものです。で

すから、ユニクロとして制服を提供しているわけではない。もう一つは、

ユニクロもそうであるが、企業ですから、製品がどんどん変わっていく

場合もあります。永久的にそれを買えるというわけではないということ

です。いろんなパターンの似たような製品、いろんなモデルのジャケッ

トやパンツがあるんですけれども、だんだんそれが緩くなっていって収

集がつかなくなるんではないかと。そのため、ユニクロの方はスクール

ユニフォームからは外したいと考えています。 

それで、本校の今の制服なんですけれども、メーカーは、カンコーで  

す。変えたのは、１９７６年の１年生から変えたそうです。３０数年、

今の制服が続いているそうであります。そんな歴史もあったんですけど、

２社から見積りを取りまして、現行と同じような価格設定で、現行は３

万５，０００円から４万円の間です。サイズ設定によっても変わるんで

すけど。それと同じような金額の中で提案していただきました。 

これからの流れですが、まず、学校部会の方で業者を選定いたしま

す。そのことについて、準備委員会の方に具申させていただき、承認

いただければ決定業者の方と細かいところを詰めていきます。最終的

には今年度の２月末くらいに決めたいと思います。ただし、業者とい
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ろいろやり取りした中で、６月までに決まっていれば、確実に納品で

きるということでした。投票等のところは、今は２月間くらいしか取

っていないので、もうちょっと長く取れるということはあります。最

短で、このような感じかなと思って、おおまかに示しています。 

富士ヨットとトンボ学生服の方から、プレゼンをいただいています。

トンボ学生服の方は、芦別のことについてすごく調べていただいて、

３パターンを用意してくれました。本市の星の降る里をイメージして

デザインしてくれたそうです。ジャケットの襟のところにラインが入

っていますが、これは流れ星をイメージしているということですが、

取ることもできるそうです。Ｂタイプの方ですが、こちらの方は芦別

の自然をイメージしています。フラワーホールのところが緑色になっ

ています。それから、タイとリボンも森林をイメージして、工夫いた

だいています。Ｃタイプは、炭鉄港です。こちらをイメージしていた

だいたのがＣです。なぜ赤なのかというのが書いてありますが、鉄道

のイメージだということです。このようにトンボ学生服の方では３パ

ターン用意していただきました。これに付随して、ベスト等も入って

います。だいたい３万５，０００円から４万円となります。トンボの

方はジャケットの素材が、今はやりのジャージ素材です。すごくスト

レッチが効いていて、化繊がメインで、中にウールが混ざっている。

耐久性も強いと聞いています。 

もう一つは、明石スクールユニフォームカンパニーです。こちらの

方は、投票の部分をイメージしていただいて、ＱＲコードから入って

いただくと、３つのパターンの制服が出てきます。こちらの方の素材

はウール素材、ウールがメインです。普通の私達のジャケット、パン

ツと同じです。今日、明石さんの方からは、もう少し詳しい資料が届

いたところなんですけど、会社概要等について書いてありました。 

こちらの２つの業者の良さを詰めていきながら、準備委員会の方に

具申させていただきたいと思っています。どちらの会社ともに、ジャ

ケット、パンツでブレーザータイプになっています。最近の傾向とし

て、ＬＧＢＴＧへの配慮というものもあって、セーラー服や詰襟だと

なかなか対応できなくなっています。セーラー服の下に、普通のパン
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ツ、ズボンではかなり違和感が出てきてしまう。流れとしては、やは

りブレーザー、パンツとして提案しているそうです。例えば、トンボ

の方ですと３パターン用意している。この３パターンというのは、女

子のスカートが嫌なお子さんに向けてパンツも入れてますというこ

とで、ジャケット、パンツになっています。もう一つ、最近の配慮事

項というか、会社の工夫なんですけども、ジャケットのボタンの合わ

せ方が男子と女子が違うので、それが両方ともに対応できるようにな

っているというのが、ＬＧＢＴＧに対応したということで聞いていま

す。こういったところで業者について検討していきまして、次のとき

には具申したいと思っています。 

日程については、業者の決定については学校部会の方で１０月の上

旬までには決めたいと思っています。それで準備委員会の方に具申さ

せていただきます。業者の方と詰めさせていただいて、サンプルの方

を３パターンくらい出していただいて、これは中学校ではなくて小学

校の方にお願いして、中心となって決めていただくかなと思っている

んですけど、協力いただいて、日程調整もしていきたいと考えている

ところです。 

ジャージ、上靴の変更についても、検討事項となっています。ジャ

ージについては、既製品にネームを入れる程度となりますので、これ

もすぐに対応できるそうです。トンボ学生服の方ではヨネックスのジ

ャージを扱っています。明石の方では、デサントのジャージを扱って

いるようです。ですから、業者を決めると自動的にジャージも決まる

ことになります。他の会社でもいいですが、アディダスとかスポーツ

店で売っているジャージを選んでしまうととても金額が高くなって

しまいます。本校のジャージについては、１万円しない、７，０００

円、８，０００円くらいで買える。それにハーフパンツを入れると１

万円を超えちゃうんですけど。価格の面で考えていくと、業者が扱っ

ているジャージの方がいいのかなと。長く生産できるし、耐久性もあ

る。値段も、コストの方も抑えられるんじゃないかなと思います。 

上靴については、こちらの方も時間はかかりませんので、生徒指導

部を中心に詰めていっているところです。 
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次に交流活動についてです。まず最初に、中学校同士の交流活動と

いうことで、うちの学校と啓成中学校の生徒会担当者で連絡を取って、

あんまりコストを掛けないで簡単にできることということで、後期の

生徒総会をグーグル・ミートでつないで、リモートでつないで、お互

いの様子を見たり、あるいは互いに生徒会の方からメッセージをあげ

るということもできますので、これについて検討しているところであ

ります。本校は、１月、２月にいじめ集会がありますので、それをリ

モートでつなぎまして、啓成中学校の生徒会と共有していきたいなと

考えています。次に部活の交流です。本校と啓成中学校の部活の交流

対象となっているのは、バレーボール部です。バレーボール部につい

ては、夏休み中に２回いっしょに練習して、楽しかったり、成果が上

がっていると担当の方から聞いています。適宜、これからも一緒に練

習していきたいという話を聞いておりますので、進めていきます。土・

日の練習については、スクールバスの方も出ることが可能だと聞いて

おりますので、計画的に進めていかなければならないので、スクール

バスの活用という点についても整理しながら進めていきたいと考え

ております。 

３番目、その他についてです。今、私達が取り組んでいるのは、各

学校のネットワークを使って、統合ルームというのを作りました。掲

示板です。いろんな資料、映像等をアップして、すぐに見れるような、

グーグルのクラスルームを使って情報共有しているところです。小学

校の児童会交流については、今検討しているところであります。校則

については、本校と啓成中学校でそんなに大きな差異はありません。

ほぼ同じです。一番懸念しているところが、本校は制服で登校してい

ます。啓成中学校はジャージで登校していると聞いています。そこに

は、そんなにコストがかからずにいけるのではないかなと思っていま

す。ただ、せっかく制服をつくっていくので、そこを発表する場面も

考えていかなければいけないなと考えているところです。 

  ○ 河戸会長   ただ今の学校部会長からの説明に対して、皆さんから質問、意見等 

はありますか。 

           確認ですけれども、制服、ジャージ、上靴の新しいものにつきまし
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ては、令和６年度の入学生からの変更ということで、対象が今の小学

校５年生ですね。ということで、前回確認しておりますので。若干付

け加えさせていただくと、ユニクロの話題が上っていたと思うんです

けど、同じ色でも、例えば紺色でもちょっと色が変わってくるとか、

そういうことも十分に考えられるということで、なかなか制服にする

のは難しいのかなというところの判断だと聞いておりますので、ご承

知おきください。 

  ○ 水上委員   ２点ほどありまして、制服が今の小学校５年生からということにな

りまして、中学校の新１年生になったときからですね。今の中学校２

年生の制服が破れたというときに、新制服になるのか、旧制服になる

のか。継続して販売されるのかということですね。ジャージについて、

私の高校のときに、学年ごとに３パターンがありまして、３年生が卒

業したら、新１年生が去年の３年生のジャージを着るという学校だっ

たんですけど、中学校ではそういう３パターンのジャージというのが

あるのか。ジャージもよく破れるものですから、旧ジャージも継続し

て販売されるのかというのも気になりまして。いかがなものでしょう

か。 

  ○ 河戸会長   今の関係ですね、準備委委員会の意見として挙げて、学校部会でや

ってもらうという方がやりやすいのかなという気がします。おそらく、

学校ではいかようにも対応できると思いますね。それが、保護者、地

域を代表した意見として、こうしてほしいというものを学校部会で確

認事項として協議していけばいいと思います。 

  ○ 水上委員   今後検討されるということですね。 

  ○ 河戸会長   はい。 

  ○ 丹那部会長  制服については、在庫次第ということでありました。ただ、ストッ

クはそんなにないと聞いていますので、サイズに対応したりするのは

どうなのかと。とにかく、残ったものを売っていくしかない。新しく

作ることはできない。ジャージについても同じです。在庫になります。

また、時間がたってくると、旧ジャージは作らなくなるので。２年間

は新しいジャージと現行のジャージと制服、新し制服とが混じってい

る状態となります。 
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           学年に応じてジャージの色やデザインを変えているということです

が、空知管内の学校ではあまりないと思います。それもコストの問題

なんだと思います。もうちょっと業者に確認して、正確な情報をお伝

えしたいと思います。 

  ○ 河戸会長   結局、在庫次第ということになりますね。それを新たに生産してく

ださいということは難しいと思うので。ただ、混在する部分で、生徒

指導上の問題があるかといえば一切ありませんので、それは家庭の希

望に合わせることはできるのかなと思います。 

           では、ここで確認させていただきますが、旧制服、旧ジャージに関

しては、在庫次第ですが、家庭、本人の希望を配慮していただくとい

うことで確認してもいいですか。 

  ○ 委員     （了承） 

  ○ 河戸会長   学校部会でもそのように進めていただいて、校則のどの部分に載せ

て、そういう配慮も含めていただければと思います。 

           では、そのほかに、質問、意見はございますか。 

  ○ 三浦委員   確認をさせてください。その他のところで、芦別小学校と上芦別小

学校の児童交流等について検討中ということなんですけど、学校部会

とは別に、小中一貫教育の関係の組織で芦別小学校と上芦別小学校の

６年生の交流を今進めているところですけれども、それと合わせるこ

とができるのか、それとも、それとは別に学校部会としてやろうとい

うことなのか。そこをちょっと確認をお願いします。 

  ○ 河戸会長   今の件、よろしいですか。 

  ○ 丹那部会長  目的は交流することですので、どちらの組織体でやってもかまわな

い。できれば、小中一貫の事業にのって私達もいっしょに進めていき

たいと考えています。 

  ○ 三浦委員   ありがとうございます。連携できる部分については、連携しながら

進めていきたいと思います。 

  ○ 河戸会長   それぞれの目的が違ったとしても、効率的に交流事業を進めるとい

うことでお互いの組織で連携し合ってということでお願いします。 

           制服の関係で改めて確認しますけれども、先ほどの今世間で話題に

なっているＬＧＢＴＧですが、その部分について、左が前になるとか、
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右が前になるとかっていうのは、３つくらいモデルがありましたけれ

ども、すべての制服について対応が可能なんでしょうか。 

  ○ 丹那部会長  そこらへんも業者の方で、学校の方の希望は通るそうです。そのほ

かに、男子と女子のジャケットの違いですけど、肩パットが入ってい

るとか入っていないとか、ウエストのラインですとか、そこらへんで

す。とにかく、細かいところは、学校の要望は通りますということで

した。 

  ○ 壽崎委員   このカタログだけだったらあれですが、実際の現物、肌触りだとか

いろいろあると思うが、そういうのを確認できる機会はあるのか。 

  ○ 丹那部会長  両方の業者からサンプルを持ってきてもらい、触っています。明石

の方は、一般的なウールの素材でした。トンボの方は、ジャージ素材、

伸縮性がありストレッチが効いている。どちらが強いかといえばウー

ルの方が強いと思いますが、そこらへんはトンボは大丈夫ですと言っ

ていました。 

  ○ 壽崎委員   ジャージ素材を触ってみたいなと思ったものですから。 

  ○ 河戸会長   業者選定にかかわっては、学校部会の方で詳しく、そういうことも

吟味しながら、決めていただくということで、準備委員会にはかから

ないですけども、よろしいですか。 

           今、生地もだいぶん発達してきて、軽量化されたり、家庭用洗濯機

で丸洗いできる素材ですとか、どんどん価格が安くていいものが出て

きているようなので、そういうことも含めて学校部会の方で吟味して

決めるということで聞いていますので。 

  ○ 委員     （了承） 

  ○ 河戸会長   では、ほかに、ご意見、質問等ありませんか。 

           その他の部分で、これは学校部会ではないと思うんですけど、スク

ールバスはどのような運行の見通しなんでしょうか。事務局に聞きた

いんですけど。というのは、中学生ですので、自転車通学の許可範囲

というのをどこまでするのかというのをある程度決めていかなければ

ならないと思いますので。 

  ○ 学務課長   基本的には、今の啓成中学校区の生徒については、スクールバスを

活用して登下校していただくということを想定しております。当然、



- 12 - 

 

部活動もあると思いますので、部活動が終了後に下校するという形の

時間帯、何パターンかの対応を取って運行したいと考えています。 

           自転車通学の部分ですが、上芦別の本町寄りの方は実際、自転車通

学というのも可能な方もいらっしゃると思いますので、そのへんは、

季節的にはなると思いますけれども、例えば部活動とか特別な事情が

あるような場合について特例的に認めていいのではないかというよう

な話が出ましたら、そこは学校部会の方でぜひ検討していただきたい

と考えています。ただ、あくまでも例外的な対応ということで、基本

的には通学用のスクールバスを活用するということを考えていますの

で、そういう考えの中で検討していただければと考えております。 

  ○ 河戸会長   今の部分で、若干配慮していただく部分で、例えば、夏休みの部活

動で市民会館でやりますよというときに、芦別中学校よりはるかに上

芦別寄りですので、その部分は、特例で自転車で現地まで来ていただ

くとか、また、別の範囲は広く考えてもいいのかなと。あるいは、なま

こ山で練習するだとか、もしそうなった場合にですね。そのへん、学

校部会の方で事務局と細かくやり取りしながら、決めていただければ

いいのかなと思うんですけれども。 

  ○ 学務課長   いろんなケースがあると思いますので、ケースに応じて、一定程度

統一したルールといいますか、それは当然必要になりますので、そう

いうのも見ながら、個別にどんな運用がされるのかも確認をして、ま

た、保護者の方のお考えも伺わなければならない、確認しなければな

らない部分もあると思いますので、それらを踏まえて学校部会の方と

打ち合わせをさせていただきたいと思います。 

  ○ 河戸会長   では、今の件はよろしいですか。ほかに皆様から質問、意見はあり

ますか。 

           もう一つ、細かいところで私から。当然考えていると思いますが、

令和６年度の前期の生徒会役員ですね。その関係でいうと、令和５年

度内に令和６年度に向けた生徒会役員選挙をしていくと思うんですけ

ど、その見通しはどのようになっているのでしょうか。 

  ○ 丹那部会長  統合時の生徒会の役員体制についてですね。これについては、統合

初年度については、２つ、例えば会長が２人とか、そういうパターン
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になるのではないだろうかという見通しは持っていますけれども、今

後、部会で確認を進めていきたいと考えています。 

  ○ 河戸会長   ちなみに、生徒会の委員会組織はだいたい同じなんでしょうか。 

  ○ 丹那部会長  だいたい同じですが、すべて同じということではない。委員会が違

いますね。基本、生徒会役員、４役ですね。これがあっていくのが一番

いいんじゃないかと話しています。詳細については、後日調整させて

ください。 

  ○ 河戸会長   ほかに、皆さんからございますか。学校部会の取組状況については、

これでよろしいでしょうか。 

  ○ 委員     （了承） 

  ③ ＰＴＡ・地域部会の取組状況について 

  ○ 河戸会長   では続いて、ＰＴＡ・地域部会の取組状況について、部会長であり

ます啓成中学校の竹田教頭からお願いします。 

  ○ 竹田部会長  芦別中学校の丹那教頭と、両校のＰＴＡ、同窓会について、いろい

ろな部分で確認を進めてまいりました。 

           具体的には、ＰＴＡの部分ですと、ＰＴＡ総会議案の中身、役員組

織、規約、会計の部分。同窓会については、実際の教育活動との関わ

り、会計の部分。これを確認してまいりました。その確認をしていく

中で、やはりそれぞれの中学校のＰＴＡ会長様にお聞きしたいこと、

確認したいこと、お考えを伺いたいなということで、昨日になってし

まったんですが、大きく４つのことをお聞きする内容で案内をさせて

いただいております。４つの内容の一つ目が組織体制に関わること、

二つ目が会費・会計に関すること、三つ目が活動内容に関わること、

四つ目が統合前のＰＴＡ連携に関わること、その他という部分も含め

てありますけれども、こういう形で９月上旬にはお考えを聞いて、９

月下旬にはＰＴＡ・地域部会で改めて確認をしたり、検討したりして

いきたいと考えております。また、これ以降、準備委員会で流れを報

告させていただきたいと考えております。 

           口頭ですが、以上となります。 

  ○ 河戸会長   皆様から、質問、意見等はございますか。よろしいですか。 

  ○ 委員     （特に意見等はなし。了承） 
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  ④ 中学校統合に関する取組状況の市ホームページへの掲載について 

  ○ 河戸会長   それでは次に、⑷中学校統合に関する取組状況の市ホームページへ

の掲載について、事務局からお願いします。 

  ○ 学務課長   資料３に基づきご説明させていただきます。 

           中学校統合に関しまして、統合までの間、統合準後委員会での協議

やその結果、学校部会やＰＴＡ・地域部会の取組状況、教育委員会で

決定した事項ですとかお知らせ、統合に向けました学校間の交流など

の動きについて、保護者を含め市民の皆さんに広くお知らせしていく

ため、市のホームページに中学校統合に関する取組状況というような

ページを設けまして、周知をしてまいりたいというのが目的でござい

ます。 

           掲載のページにつきましては、資料の２ページをお開きいただきた

いんですけれども、こちらが市のホームページのトップページとなり

ます。この中で、教育・子育てという部分がございます。これをクリッ

クしていただくと、教育・子育ての中に、お知らせのほかに、１２個ほ

どのタブがあります。この中に学校教育というのはありますが、これ

とは別に、１つ、中学校統合に向けた取組状況のタブを新たに設けま

して、そこに関連する記事を掲載していきたいと考えているところで

あります。掲載する内容につきましては、先ほど申し上げましたほか

に、統合に関して、この点についてということで意見をお持ちの方も

いらっしゃるかもしれませんので、意見募集のコーナー的なものも設

けていきたいと考えているところであります。そのほか、必要な部分

が出てきましたら、適宜対応して掲載していきたいと考えているとこ

ろです。掲載の時期でありますが、第１回、初回の公開につきまして

は、９月中旬以降までに準備を整えて公開をして、その後順次内容を

更新していきたいと考えています。ホームページにこれらの内容を掲

載しますということについては、市の広報紙でお知らせするほか、保

護者の皆様には、準備が整った段階で学校だより等を通じてお知らせ

してまいりたいと考えております。 

           統合準備委員会の協議の内容をお知らせする際に、会議録も掲載し

たいと考えております。その際、委員の皆様からご発言をいただいた
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内容についても、そのまま載せる形となりますが、お名前をそのまま

載せていいものか、それとも、Ａ委員、Ｂ委員というような、そういう

形にした方がよろしいか、その点についてご意見を頂戴できればと考

えております。会長や事務局の部分については、そのまま名前は載せ

るつもりです。今後、意見が言いにくくなるという部分があったり、

それは本来お願いしている形とは違うことになってくるかなと思って

いますので、その点についても、ご意見をいただければと思います。 

  ○ 河戸会長   では、ただいま事務局から提案がありましたことにつきまして、質

問、意見はございませんか。あわせて、会議録の公表について、委員が

そのままわかるような公表にするのか、それともＡ委員、Ｂ委員とか

わからないようにするのがいいのか。そのへんご意見があったらお願

いします。 

  ○ 柴泉委員   僕はどちらでもよろしいです。 

  ○ 河戸会長   どちらでもかまわないという意見がありましたが、どうでしょうか。 

  ○ 委員     （特に発言はなし。） 

  ○ 河戸会長   では、事務局の判断にお任せするということでよろしいでしょうか。 

  ○ 委員     （了承） 

  ○ 河戸会長   それでは、他の部分についても意見、質問はないですか。 

           では、事務局の提案どおりということで確認します。 

  ⑤ その他 

  ○ 河戸会長   その他ということで、委員の皆さんから、本日協議しておきたい事

項や、新たに準備委員会でこういうことを協議事項として追加したい

ということがあれば、お願いします。 

  ○ 委員     （特に発言はなし。） 

  ○ 河戸会長   では、今は特にないということで確認します。もし何かあれば、事

務局の方にご連絡していただいてということでよろしいですか。 

  ○ 学務課長   はい。けっこうです。 

 ⑷ その他 

  ① 第４回会議の日程について 

  ○ 河戸会長   その他ということで、次回の会議日程についてお願いします。 

  ○ 学務課長   次回、第４回の会議につきましては、１１月上旬に開催したいと考
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えております。第４回の会議におきましては、また本日と同様に各部

会での検討状況の報告などもいただきながら協議を行いたいと考えて

おります。１１月の会議でございますので、令和５年度、来年度の予

算策定時期ともなりますことから、統合１年前の令和５年度において

事前に実施が必要な対応、事項がございましたら、委員の皆さんから

も意見をいただき、予算の対応について事務局としても検討してまい

りたいと考えておりますので、よろしくお願いします。詳細な日程に

ついては、今回と同様に日程調整をさせていただきたいと考えており

ますので、よろしくお願いします。 

           それから、日程調整とは違いますが、第２回の会議や本日の会議で

準備委員会として方向性が出ている内容がございます。学校名を芦別

中学校の名前を継続して使う、校歌・校章についても芦別中学校のも

の、教育目標についても芦別中学校のもの、ただ、制服・ジャージ、こ

れらのものについては新しいものにするということで見直しをすると

いうこと、さらに、めざす生徒像というものをアンケートを取って統

合する中学校の指針という形にしていくというような、一つの方向性

が出ておりますので、これを教育委員会の方に文書によって正式に報

告するということをさせていただきたいと考えております。 

           この２回の会議結果を踏まえまして、事務局の方で報告の文書を作

成し、その内容について会長にご覧いただいた上で、教育委員会に提

出したいと考えておりますので、この点についてご承認をお願いした

いと思います。 

  ○ 河戸会長   ただいまの事務局の説明について質問はございますか。 

  ○ 委員     （特に発言はなし。） 

  ○ 河戸会長   なければ、事務局の提案どおりということで確認いたします。 

           では、最後に、その他ということで、委員の皆さんから何かござい

ますか。 

  ○ 委員     （特に発言はなし。） 

  ○ 河戸会長   ないようですので、第３回準備委員会を終了します。皆さん、お疲

れ様でした。 
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（終 了） 

 

 

 

 


