
第６回板倉町立小学校再編準備委員会次第

と き 平成３１年１月２９日（火）

午後７時～

ところ 板倉町役場 議場

１．開 会

２．委嘱状交付

３．あいさつ

４．進捗状況

５．協議事項

【協議第５号】 閉校行事について

６．報告連絡事項

（１）スクールバス運行管理業務委託契約の締結について

（２）鼓笛について

（３）平成３１年度運動会における新入学児童の競技について

（４）学校給食食材の会について

（５）スクールバス運行における安全指導・安全対策について

７．その他

８．閉 会





№ 役職名 氏　名 備　考

1 町長 栗　原　　実　

2 副町長 中　里　重　義

3 教育長 鈴　木　　優　 委員長

4 教育長職務代理者 景　山　初　女

5 教育委員 小　島　勝　行

6 教育委員 小　菅　富　子

7 教育委員 矢　嶋　廣　紀

8 議会議長（総務文教） 青　木　秀　夫 副委員長

9 副議長 今　村　好　市

10 議会議員（総務文教） 荒　井　英　世

11 議会議員（総務文教） 針ヶ谷　稔　也

12 議会議員（総務文教） 市　川　初　江

13 議会議員（総務文教） 黒　野　一　郎

14 議会議員（総務文教） 島　田　麻　紀

15 第１行政区長 北　山　俊　光

16 第２行政区長 春　山　和　之

17 第３行政区長 矢　口　　実　

18 第６行政区長 塩　田　和　雄 副委員長

19 第８行政区長 芹　澤　嘉　一

20 第１０行政区長 川　田　　香　

21 第１３行政区長 大　瀧　光　明

22 第１４行政区長 上　田　裕　二

23 東小学校ＰＴＡ会長 髙　 　隆　子

24 西小学校ＰＴＡ会長 尾　島　正　人

25 南小学校ＰＴＡ会長 中　山　浩　一

26 北小学校ＰＴＡ会長 船　渡　　治　

27 板倉中学校ＰＴＡ会長 早　川　正　己

28 東小学校長 大工原　さゆり

29 西小学校長 赤　坂　文　弘

30 南小学校長 丸　山　芳　人

31 北小学校長 松　崎　智　幸

32 板倉中学校長 岸　本　勝　行

33 板倉保育園保護者代表 櫻　井　幸　子

34 まきば幼稚園保護者代表 齋　藤　由　貴

35 総務課長 落　合　　均　

36 企画財政課長 根　岸　光　男

今回から委嘱される方

第６回板倉町立小学校再編準備委員会委員名簿
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期日 実施内容

H30 ６月２７日（水） 第５回小学校再編準備委員会（スクールバスの運行経路停留所・体操着）

７月２日（月） 第８回班会議（スクールバス運行における安全対策）

７月５日（木） 臨時学校運営部会（名札について）

７月１０日（火） 第２回学校事務班会議（備品移管に関する夏休み中の作業について）

７月１１日（水） 第４回ＰＴＡ班会議（スクールバス運行における安全対策）

７月１８日（水） 環境係との打合せ（夏休み中の学校整理における廃棄物の処理について）

７月１９日（木） 第３回学校事務班会議（各種質問に対する回答について）

７月２３日（月） 福祉課との打合せ（学童に関すること）

７月２７日（金） 教育委員会議（スクールバス運行経路、停留所、体操着を承認）

７月２７日（金） 第１回教務主任会（再編後のＰＴＡについて）

７月２８日（土） 保護者説明会（参加者１０名）

８月１日（水） 保護者説明会（参加者１８名）

８月１日（水） 登下校安全マニュアル作成に関する打合せ（保護者説明会終了後）

９月１１日（火） 第４回学校事務班会議（環境係とゴミの関係打合せ）

９月２１日（金） 福祉課との打合せ（学童に関して）

９月２７日（木） 第４回学校運営部会（バス仕様書、校外学習の利用、安全対策、閉校行事について）

９月２８日（金） 館長会議（再編に影響のある事業の洗い出しについて）

１０月２日（火） 教育委員会議（進捗状況説明）

１０月３日（水） 第１０回班会議（バスへの教職員添乗、ＰＴＡ会則について）

１０月４日（木） 第１回安全主任会議（登下校安全マニュアルについて）

１０月１０日（水） 第１回閉校行事班会議（校歌収録、ドローン空撮、校旗返納の３案を了承）

１０月１８日（木） 第１回プロポーザル審査委員会（審査項目、審査基準、スケジュールについて）

１０月２５日（木） 第２回教務主任会議（ＰＴＡ会則等について）

１０月３０日（火） 教育委員会議（進捗状況を説明）

１１月６日（火） 第１１回班会議（検討項目再検討、移管リスト、ＰＴＡについて）

１１月１０日（土） ＰＴＡ連合会と教育委員の情報交換会

１１月２０日（火） 栄養教諭との打合せ（再編後の食器及び食材の会について）

１１月２１日（水） 第３回教務主任会議（ＰＴＡ会費や慶弔規定の統一について）

１１月３０日（金） プロポーザル　プレゼン及びヒアリング（スクールバス契約交渉相手決定）

小学校再編に関する事務局の進捗状況
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期日 実施内容

１２月４日（火） 第２回臨時学校運営部会（食材の会、食器、就学時健診、入学説明会について）

１２月６日（木） 第５回学校事務班会議（備品の廃棄基準、移管リストの見直しについて）

１２月１３日（木） 第１２回班会議（人権ビデオ、家庭科製作、指導計画等について）

１２月１３日（木） 第１回スクールバス契約交渉相手との打合せ

１２月１４日（金） 第２回安全主任会議（安全マニュアルについて）

１２月２１日（金） 第２回スクールバス契約交渉相手との打合せ

１２月２７日（木） 第３回スクールバス契約交渉相手との打合せ

１２月２７日（木） 給食食材の会に関する栄養教諭との打合せ

H31 １月７日（月） スクールバス契約交渉相手所有バスによる試走

１月８日（火） スクールバス契約交渉相手所有バスによる試走、第４回打合せ

１月１０日（木） 第１３回班会議（来賓、交流事業、乗降練習等について）

１月１１日（金） 第５回スクールバス契約交渉相手との打合せ

１月１５日（火） 第６回スクールバス契約交渉相手との打合せ

１月１６日（水） 第５回学校運営部会（閉校行事、鼓笛、児童会等について）

１月１７日（木） 第１回西小北小合同食材の会（再編後の食材の会について）

１月１７日（木） スクールバス運行管理業務委託契約締結
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【協議第５号】閉校行事について 

閉校行事については、閉校行事班会議を設置し協議しています。 

【閉校班会議 班員】 

再編準備委員のうち南小と北小校長、南小と北小ＰＴＡ会長、南地区と北地区行政区長 

 

１．平成３０年１０月１０日（水）に開催された第１回閉校行事班会議において、以下の協

議結果となりました。 

【実施方針】 

閉校行事を平成３２年１月～２月頃実施する。また、閉校式を平成３１年度修了式と兼ね

て実施する。 

【実施事業】 

 （１）校歌収録 

    歴代卒業生や地域住民に周知し、在校生と一緒に校歌を収録  

（２）人文字空撮 

   ドローンを用いて人文字の空撮。（１）同様に歴代卒業生や地域住民と在校生、教

職員が人文字を作成。 

※（１）と（２）は合体させ記念映像として町のホームページ等で公開する 

（３）校旗返納 

   最後の修了式と閉校式も兼ねて実施。地域住民等も見学することを可能とし、通常

の修了式後に、町に校旗の返納を行う。また、会場内全員で最後の校歌斉唱を行う。 

＜イメージ図＞ 

8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 

     閉校行事 閉校式 統合 

 

校歌収録・人文字空撮 

校旗返納・最後の校歌斉唱 

 

上記３つを基本的な閉校行事として実施し、その他については、ＰＴＡと学校とで出来

る範囲の事業を展開していく。 

また、平成３１年度に実施する学校行事を最後の行事として冠をつけて実施し、特別な

行事としていく。 

この他、地域住民からのコメントを文集にすることや、過去から現在までの写真を掲載

した写真集の作成等が提案された。これについては実施の有無を検討中。 
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【協議第５号】閉校行事について 

２．平成３１年１月１６日（水）に開催された第６回学校運営部会において以下のとおり協

議されました。 

【実施時期については、平成３１年の秋頃ではどうか】 

理由 

１月から２月は通常の年であっても行事が多く、児童、教職員共に忙しい時期である。閉

校直前ということで、この他にも取り組むべきことが考えられるため、事業を分散させるべ

きではないか。また、秋に校歌収録やドローン空撮をすることで、３月の閉校式時に映像を

流すことができる。 

＜イメージ図＞ 

8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 

  閉校行事   閉校式 統合 

 

校歌収録・人文字空撮 

校旗返納・記念 DVD 視聴・最後の校歌斉唱 
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報告連絡事項（１）スクールバス運行管理業務委託契約の締結について 

【業務名】 

板倉町立小学校スクールバス運行管理業務 

【業者選定方法】 

 指名型プロポーザル方式 

＜プロポーザルとは＞ 

業務の委託先等を選定する際に、複数の者に目的物に対する企画を提案してもらい、そ

の中から優れた提案を行った者を選定すること。 

スクールバス運行の一番の目的は、小学校再編に伴う遠距離通学児童を安全に輸送す

ることである。日常的な輸送業務はもちろんだが、自然災害等の緊急時においても、安全

かつ適切な対応が求められる。価格だけで評価する競争入札方式では、緊急時の対応や、

事業への実施体制等を評価できないため、方針や実施体制、事業者の実績等も含め総合的

に評価ができるプロポーザル方式を用いることとした。 

【契約業者】 

つゝじ観光バス株式会社（館林市本町３－４－２０） 

【契約期間】 

２０２０年４月１日～２０２５年３月３１日（５年間） 

【契約金額】 

５年総額 １５９，５００，０００円 （うち消費税 １４，５００，０００円） 

   年額  ３１，９００，０００円 （うち消費税  ２，９００，０００円） 

 

【契約の経緯】 

平成 30 年 10 月 9 日 入札審査会にて４業者を指名。 

     10月 18日 第１回プロポーザル審査委員会を開催。 

     11 月 2 日 ４者のうち２者より参加表明。 

    11 月 30 日 

プレゼンテーション及びヒアリングを実施。 

第２回プロポーザル審査委員会を開催。 

審査の結果、最優秀者のつゝじ観光バス(株)を契約先交渉相手と

した。 

12 月～1 月 つゝじ観光バス(株)と計６回の打合せを実施。 

平成 31 年 1 月 17 日 契約締結。 

※プロポーザル審査委員 

副町長・教育長・教育委員会事務局長・板倉町校長会代表・総務課長・企画財政課長 
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報告連絡事項（２）鼓笛について 

学校運営部会での協議の結果、以下のとおり決定しましたので報告します。 

 

 

【基本方針】 

・全校鼓笛でなく、５・６年生だけが演奏する。 

・原則、２年続けて同じ楽器とする。 

・指揮者は、再編前に各小学校から一人ずつ募集し、再編初年度は２人の指揮者を配置する。 

・フラッグを取り入れる。（これまでなかった西小はフラッグの募集を行う。北小の DVD を

見て、動きを覚える） 

・楽器募集（H31 中に実施）の人数割り振りは、東小と南小、西小と北小で公平に行う。 

・平成３１年度の運動会後から練習を始める。 

 

 

【演奏曲目】 

＜東小・南小＞ 

・こんにちはトランペット（現 両方） 

・ミッキーマウスマーチ（現 東小） 

・聖者の行進（現 南小） 

・八木節（現 南小） 

・道 南小校歌（現 南小） 

・ドラムマーチ（現 東小） 

・エルクンバンチェロ（現 南小） 

 

＜西小・北小＞  

・北小校歌 

・聖者の行進（現 両方） 

・ミッキーマウスマーチ（現 両方） 

・こんにちはトランペット（現 両方） 

・アフリカンシンフォニー（現 西小） 

・ルパン三世（現 北小） 

・ドラムマーチＡ、Ｂ（現 北小） 
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報告連絡事項（３）平成３１年度運動会における新入学児童の競技について 

 

 

学校運営部会での協議の結果、以下のとおり決定しましたので報告します。 

 

＜方針＞ 

平成３１年度運動会における、新入学児童（平成３２年度入学予定児童）の競技は、これま

で同様に、東小・西小・南小・北小に参加する。 

 

＜理由＞ 

兄弟がいる等の理由により、南地区の入学予定児が東小へ、北地区の入学予定児が西小へ参

加することは難しいため。 

 

 

＜参考＞ 

東小：もうすぐ１年生 

西小：きずなでゴー 

南小：まっててね 

北小：来年は１年生 
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報告連絡事項（４）学校給食食材の会について 

学校運営部会での協議の結果、以下のとおり決定しましたので報告します。 

 

※給食食材の会とは 

 学校給食では、地場産物を積極的に活用することが求められています。そこで、板倉町

では各小中学校にそれぞれ食材の会があり、各地域の農家の方々に、米や野菜の納入にご

協力いただいています。 

 

●小学校再編に伴う食材の会について 

 再編後は、東小学校食材の会と南小学校食材の会を統合して「東小学校食材の会」、西小

学校食材の会と北小学校食材の会を統合して「西小学校食材の会」とする。板倉中学校食材

の会は組織改変せずに継続する。 

 

＜現 行＞ 

 

 

 

 

 

＜再編後＞ 

 

 

 

 

再編前後の児童・生徒・教職員数（予想数） 

児童生徒 278 262 320 298 259

教職員 33 33 32 32 32

児童生徒 76 77

教職員 33 33

児童生徒 281 272 346 343 330

教職員 21 21 36 32 32

児童生徒 86 83

教職員 19 19

児童生徒 343 329 358 355 367

教職員 40 40 40 40 40

学校

東小

南小

西小

北小

板中

102

369

311

H30

109

302

105

383

H34

295

110

293

352

382

291

H31

330

375

395

H32 H33

362

407398

 

東小学校 

食材の会 

南小学校 

食材の会 

西小学校 

食材の会 

北小学校

食材の会

板倉中学校

食材の会 

東小学校食材の会 

（東小と南小を統合） 

西小学校食材の会 

（西小と北小を統合） 

板倉中学校食材の会

（現行のまま） 

- 9 -



報告連絡事項（５）スクールバス運行における安全指導・安全対策について 

学校運営部会や安全主任会議、ＰＴＡ班会議等において以下のとおり協議しておりますの

で、報告します。 

 

 

スクールバス運行における安全指導や安全対策については、指導の方法や時期、スクールバ

スへの添乗、人数確認の方法、欠席や遅刻時の対応等、検討内容に応じて各種会議で検討し

ています。 

 

【各種会議について】 

●教頭会議 

安全指導の時期や事前乗降練習の内容を検討しています。 

●安全主任会議 

スクールバス利用時の注意や、通学中の注意事項を、児童や保護者が一目で分かるよう

に「登下校安全マニュアル」を作成しています。 

●ＰＴＡ班会議 

保護者が求める安全対策の意見交換や、保護者が協力できる安全対策について検討し

ています。 

 

【スクールバスへの教職員の添乗について】 

 教職員がスクールバスに添乗し、指導や確認する方法を、学校現場と共に検討しています。 

 

【先進地視察について】 

 スクールバスを運行している自治体（学校）を訪問し、人数確認の仕方や、欠席時、遅刻

時の対応等、学校現場として注意すべき点について、学校管理職や担当教諭にて視察する

予定です。 

 

【スクールバス乗降練習について】 

 実際に運行する予定の車両を使用した乗降練習を平成３１年度に実施する予定です。時

期や実施方法については、教頭会議や学校運営部会にて検討しています。 
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その他 

現在の検討事項及び今後の予定について 

 

【現在の検討事項】 

 ・交流事業について 

   平成３１年度の実施に向け、具体的な日程や実施内容を調整中。 

 

・ＰＴＡの会則や実施事業について 

  合同本部役員会を経て、東西南北各小学校の総会にて審議予定。 

 

・町子育連や公民館との連携事業について 

  各種担当事務局と調整し、今後の実施方法について検討中。 

 

・スクールバスの乗降練習について 

   平成３１年度の実施に向け、具体的な日程や実施内容を調整中。なお、乗降練習と交

流事業を兼ねて実施できるよう調整中。 

 

・スクールバス安全指導計画について 

  登下校安全マニュアルの作成や、教職員の添乗について調整中。 

 

・学校備品の移管について 

  備品有効活用のため、南小学校と北小学校の備品を各再編対象校へ移管します。それ

に向けた、リストを作成し運搬計画を作成しています。 

 

 

【今後の予定】 

・毎月開催される定期教頭会議において、より細部にわたる検討事項の調整。 

 

・各主任会や部会等での調整。 

 

・平成３１年度の１年間をかけて対象校同士の交流事業。 

 

・第一校歌、第二校歌ともに歌えるよう、平成３１年度中から練習を開始。 

 

・スクールバスの指導に関する先進地視察（１学期頃） 
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決定済み 検討中 今後検討予定

決定方針、進捗状況 決定した日

板倉町立東小学校、板倉町立西小学校を継承。 H29.11.27

東小、西小の校歌を継承し、南小と北小の校歌は各対象校の第二校歌。 H29.11.27

東小の運動会を連合から児童主体の方式に。（西小は現在児童主体で実施） H30.3.27

各校現行の体操着を組み合わせる。平成31年4月より購入可能。（詳細は別ページ） H30.6.27

平成31年度の運動会終了後から練習を始める。楽器募集は人数割りが平等になるよう工夫する。 H31.1.16

閉校行事班会議（班員：小学校再編準備委員のうち、対象地区の行政区長・ＰＴＡ会長・校長）にて検討中。

卒業式入学式 卒業式、入学式は通常どおり実施予定。会場の都合上、来賓や参加児童数等を学校運営部会で検討中。

学童との連携 関係各所と検討中。

対象校同士の事前交流事業 平成３１年度の実施に向け、学校運営部会で内容や時期等を検討中。

各校の摺り合わせを実施し、学校運営部会で検討中。

実施方法について学校運営部会で検討中。

実施方法について学校運営部会で検討中。

実施方法について学校運営部会で検討中。

南小と北小児童のバランスに配慮した学級編成を検討する予定。

小学校再編に関する検討事項及び決定事項一覧

平成３０年１２月現在

協議事項

保
護
者

、
児
童
等
に
大
き
く
関
わ
る
こ
と

校名

校歌

運動会

体操着

鼓笛

閉校行事

児童規則（学校生活ルール）

放課後の陸上、水泳練習

１年生軽減授業、引き渡し訓練

交通安全週間における保護者の立哨活動

学級編成



決定済み 検討中 今後検討予定

決定方針、進捗状況 決定した日

小学校再編に関する検討事項及び決定事項一覧

平成３０年１２月現在

協議事項

車両及び運行管理の全てを業者委託。 H29.11.27

東小：校庭東側駐車場　西小：体育館南側駐車場。※多少の改修予定。 H30.5.29

授業日２１０日、長期休業中１０日。 H30.5.29

北地区２コース、南地区２コース。（スクールバスについてを参照） H30.6.27

北地区６箇所、南地区８箇所。（スクールバスについてを参照） H30.6.27

登校８時学校着、下校１便15時10分学校発、下校２便16時学校発。 H30.6.27

校外活動では利用しない。 H30.9.27

運行初年度は開始から10日間、その他は各学期1回添乗し指導する。 H31.1.16

安全主任教諭会議にて、登下校安全マニュアル及び指導計画を作成中。

平成３１年度に交流事業と試走を兼ねて乗車訓練を実施予定。内容や時期を学校運営部会で検討中。

運行管理委託業者との試走等を重ねて決定予定。

平成３１年度中に学校管理職、担当教諭とで先進地視察を実施し、その後検討予定。

ＰＴＡ書記（教務主任）で素案を作成し、東小と南小、西小と北小とで合同本部役員会議を開催し検討中。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

校外活動でのスクールバスの活用

安全対策（教職員の添乗）

安全指導

児童の乗車訓練

スクールバス運行形態

各停留所の時刻表

スクールバス運用方法（人数確認や連絡体制）

Ｐ
Ｔ
Ａ

会則

本部役員の選出方法

慶弔規程

実施事業

各種委員会の活動内容

会費設定

予算編成

ス
ク
ー

ル
バ
ス

学校でのバス発着場所

運行日数

バスコース

停留所

運行時間



決定済み 検討中 今後検討予定

決定方針、進捗状況 決定した日

小学校再編に関する検討事項及び決定事項一覧

平成３０年１２月現在

協議事項

就学時健診、入学説明会 再編前年の就学時健診及び入学説明会は、東小学校と西小学校で実施。 H30.12.4

平成３１年度運動会の入学予定児の競技 再編後の東小と西小ではなく、東西南北各対象地域の小学校の運動会に参加する。 H30.1.16

曜日別の下校時間及び学年を統一する。 H30.2.27

原則として東小と西小の行事を継承し、学校運営の中で工夫して実施する。 H30.2.27

５名から６名に変更。（対象両地区の行政区長を評議員とするため） H30.3.27

東小と南小を統合し「東小学校食材の会」、西小と北小を統合し「西小学校食材の会」とする。 H30.12.4

平成31年度から音楽の授業等で練習し覚える。再編後は、入学式や卒業式にて第二校歌を歌う。 H31.1.16

学校医 医師会、歯科医師会、薬剤師会より推薦され承認済み。 H31.1.16

人権ビデオの視聴内容 各学年での視聴タイトルを確認し、再編後に２年続けて同じ内容にならないよう調整済み。 H31.1.16

家庭科における製作品 再編後に同じ製作品を作ることがないよう調整済み。 H31.1.16

児童会本部の選出方法 平成31年度中に各校から選出する。 H31.1.16

校時表について 再編対象校同士で調整中。

郡陸上・水泳記録会の練習 学校運営部会で検討予定。

学校事務班会議で検討予定。

子育連・育成会 町子育連にて検討中。

海洋センターにて検討中。

各公民館と協議予定。

新
入
学

学
校
運
営

授業時間

学校行事

学校評議員

給食食材の会

第二校歌の歌い方

集金関係

学
校
以
外

町民体育祭の小学校対抗リレー等

公民館祭りへの参加・各公民館の児童の掲示物



決定済み 検討中 今後検討予定

決定方針、進捗状況 決定した日

小学校再編に関する検討事項及び決定事項一覧

平成３０年１２月現在

協議事項

法令等に基づき、廃棄及び保管方法を決定済み。 H30.9.27

文書の廃棄基準を決定済み。 H30.9.27

東小学校と西小学校で不足する分は、南小学校から各校へ移管し使用する。 H30.12.4

学校運営部会で検討済み。原則として東小、西小の指導計画を活用する。 H31.1.10

メール配信システム 再編に伴う影響等を踏まえ、学校、業者と協議済み。 H31.1.16

プロポーザル方式において業者選定。契約済み。 H31.1.17

教室配置予定を作成済み。具体的な配置等を検討中。

職員の人数 関係各所と調整中。

備品の整理及び移管 備品移管リストを各校で作成し、引越作業等を検討中。

給食室の備品確認 移管品について栄養教諭、調理員等と検討中。

図書室の書籍の移管 図書主任教諭、図書事務等と検討中。

素案作成済み。今後検討予定。

教職員等の人数が決定次第検討予定。

今後検討予定。

そ
の
他
事
務
的
事
項

表簿・要録等

書庫の確認整理、文書整理

給食用食器

各種指導計画

スクールバスの契約

使用教室の確認・整理

統合校の学校予算

職員室の配置確認

条例・規則等の改正

○学校運営部会とは：町内小中学校の校長、教頭とで組織する会議。

※プロポーザルとは業者選定方法の一種。一般的な方法は競争入札だが、競争入札の場合、最も安価な価格を提示した業者と契約となる。スクールバスの場合、価格だけでなく安全
への配慮や緊急時の対応、社員への教育環境等を総合的に比較し業者を選定したい。そのため、プレゼンテーションとヒアリングを実施し審査委員が審査し、総合的に優れた業者と契
約をするプロポーザル方式にて業者を選定することとした。


