
口
１

　

１

第

第

押水地区総務部会報告書

志雄地区総務部会報告書
(合同開催 )

町教委への報告 日 :令和 3年  9月 30日

口

開催 日時 令和 3年 9月 29日 (水)午後 7時 40分 ～ 午後 8時 15分

開催場所 生涯学習センターさくらドーム21 2階 第一会議室
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(押水地区)

押水第一小学校 PTA会 長
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参 加 者

(志雄地区)

樋川小学校 PTA副 会長

志雄小学校校長

志雄小学校教頭

志雄小学校 PTA会 長
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会議要旨

(議題及び合意事項 )

議題 :統合小学校 校名の募集方法について

1.募集期間について

・ 1月 16日 ～2月 15日 (1月 号広報掲載)

2.応募方法

・一人につき学校ごとに 1点までとする。

・広報 1月 号に説明・応募用紙を 1枚入れ、町民に知らせ、

各家庭でコピーして使ってもらう。

・小学生には学校を通して配付する。保育所には個別に配布

しない。

・ポスターを作製し、町内各所で応募について知らせる。

・町外在住の本町出身者にもHPで知らせる。また、用紙やポ

スターに広くお知らせをお願いする一言を添える。

・応募箱設置 (町役場住民課、町生涯学習センター、町民セ

ンター、町内小中学校、町内保育所、宝達志水病院、図書

館、宝達志水体育館などの公共施設、銀行、郵便局、町ス

ーパーなど)

。ネット応募 (QRコ ー ドより読み取り)

3.募集封象者

・宝達志水町民、町外在住の各小学校卒業生



4.周知方法

・町広報  。町ホームページ ・ポスター

5。 選定校

・寄せ られた校名を総務部会で 10校程度に絞 り込む。

今後の課題

(次回の論点)

そ の 他

(町教委への

伝達事項等)

。応募箱の準備。応募箱設置の銀行、スーパー等へのお願い

。校名募集のポスター作製

報 告 者 宝達小学校 教頭 萩 めぐみ



第 1回 小学校統合準備委員会総務部会 次第

日時 :令和 3年 9月 29日 (水 )

場所 :宝達志水町生涯学習センター

1 部長あいさつ

2 議 事

(1)校名の募集方法について

(2)そ の他



校名の募集方法について

1 募集期間

(1案)12月 号広報掲載 「原稿締め切り10月 22日 (金)」

(2案) 1月 号広報掲載 「原稿締め切り11月 26日 (金)」

募集期間 :広報掲載月の 16日 ～翌月の 15日 まで

2 応募方法

(1案)一人につき1点 とする

(2案)一人につき学校ごとに 1点までとする

3 募集対象者 (案 )

・宝達志水町民、町外在住の各小学校卒業生

4 周知方法 (案 )

・町広報
。町ホームページ

5 選定校

・寄せ られた校名を最終的に何校まで絞 り込むか



統合小学校校名募集要項 (案)

現在、 5校ある小学校を 2校に統合し、令和 7年 4月 から新しい小学校としてスター トします。

そこで、宝達志水町小学校統合準備委員会では、この新しい学校にふさわしい校名を皆さんから募

集 します。

◆応募方法  記お式で、 1人につき学校ごとに0,鵡 できます (1つの学校名でも可亀 )

◆応募箱設置場所

①宝達志水町役場1階 住民課 ②宝達志水町生涯学習センター1階 生涯学習課 ③宝達志

水町町民センター 1階 健康福祉課 ④町内各小中学校 ⑤町内各保育所 ⑥宝達志水病院

⑦図書館 ③宝達志水体育館

◆電子メールによる鰺 の婉 、下記のメーアレア ドレスに送信してくださセち

※メールアドレス togO可@tOWnohOよ atsushコ虚u.lgjp表題を「総 ダゝ嗚零頑路応募」
としてくださセち

◆QRコードによる応募の場合、下記のQRコー ドを読み取り、必要事項を入力してくださしち

◆応募期間  令和0年0月 0日 (0)から令和●年0月 0日 (0)まで

◆応募資格

町内にお住まいの人もしくは、町内小学校を卒業した人 (叫1こお住まいの人は、卒業した学

校名を記裁してくださセち)

◆必要事項

呻    (ふ りがな)②理由③賭 ④住所 (町夕Hこお住まいの人は、卒業した月■顛潟を調

◆選考基準
・町の未来を担う子どもたちが町1こ対する誇りを持ち、強く、心豊力斗こ育つように願いが込めら

れた校名であるもの
。児童たちが明るく、仲良く、健や力ヽこ育ってほしいとの願いが込められた校名であるもの
。わかりやすく、親しみやすい校名であるもの

◆選考方法

皆さんから寄せられた校名案を参考にしながら、宝達志水町′lヽ学校統合準備委員会で集計・分

析・検討し、最終的な校名案を複数とりまとめます。

※応募数の多い名前を校名案として決定するものではありませ疵

※選定結果は後日、広報、ホームページ等で皆さんにお知らせします。



(参考資料)統合中学校校名決定までの経過報告
年 月 日 内 容

平成 24年 1月 26日 中学校統合準備委員会総務部会

校名については、公募する旨を説明し、了承を得る。

平成 24年 2月 24日 中学校統合準備委員会

校名について、公募することを報告

平成 24年 2月 29日 町議会中学校建設特別委員会

校名は、公募することを報告

平成24年 4月 町広報4月 号、ホームページ(ケーブルテレビで校名の公募に

ついて、町民の皆様
^お

知らせ

平成24年 4月 16日 町内 学校、保育所等の公共施設 18箇所に応募箱を設置

町広報募集期間

4月 16日～ 5月 15日

ノム`募

応募総数 536件(弼405件、小学生 138件、中学生 298イ牛)

読み方 106通 り、 表記 126差登り

平成 24年 5月 24日 町議会中学校建設特別委員会

集計結果を報告

平成 24年 6月 15日 中学校統合準備委員会総務部会

校名案を絞込み (10校l

おしお   お しみず   さくら          しみず   たから

押雄中、桜志水中、桜末中、さくら中、志水中、 宝 中、
なぎさ         ほうおう   ほうだつ   ほうだつしみず

渚 (なぎさ)中、宝桜中、宝達中、宝達志水中

平成 24年 6月 25日 中学校統合準備委員会

中学校統合準備委員会総務部会での絞り込み結果を報告

平成 24年 6月 29日 町教育委員会

中学校統合準備委員会の絞り込み結果を報告

平成 24年-7月  4日 町議会中学校建設特別委員会

中学校統合準備委員会の絞り込み結果を報告

平成24年 7月 19日 (帥 宝達志水町立統合中学校校名選定懇話会

中学校統合準備委員会の絞り込みをさらに絞り込み (10校→ 3校l

平成 24年 7月 20日 校名麟  口丁長に答申

校名候補  「志水中」、「宝達中」、唾鍵鈷水中」

平成 24年 8月  9日 町議会中学校建設特別委員会

答申内容を報告

懇話会で答申された校
~名

の3候補に、「渚中」、「ほうだつ中」を加えて

検討 (3校→引ガ

平成24年 8月 20日 校名に係る会議

答申案の外に「渚中」と「ほうだつ中」を加えて選考することに意見を

求め、了承を得る

平成 24年 8月 21日 町議会中学校建設特別委員会

特別委員会として「宝達中学校」とすることに内定

平成 24年 8月 21日 町議会運営委員会

宝達志水町立学校設置条例の一部を改正する条例を説明

平成 24年 8月 21日 町教育委員会

統合中学校の設置と押水中及び志雄中の廃上の決定を審議

宝達志水町立学校設置条例の一部を改正する条例を説明

平成 24年 8月 28日 噛 鎮 艤

宝達志水町立学校設置条例の一部を改正する条例を説明

平成 24年 9月 10日 噛

宝達志水町立学校設置条例の一部を改正する条例 提案

平成 24年 9月 11日 町議会教育厚生常任委員会

宝達志水町立学校設置条例の一部を改正する条例を説明

平成 24年 9月 14日 噛

宝達志水町立学校設置条例の一部を改正する条例 可決

統合中学較撥名の決定  「宝達中学校」


