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第１号 

 平成２８年８月２６日（金）に北部学校給食セン

ターで、「佐野市田沼西地区小中一貫校開校準備委

員会」の第１回委員会を開催しました。 

地域代表者、ＰＴＡ代表者、学校代表者の方々と

市教育委員会の職員が委員となって会議が開催され

ました。 

 

 

開校準備委員会って何？ 

 開校準備委員会は、新しい学校を開校するために、「学校名称、校旗・校歌・校章」、「通学

に関すること」「ＰＴＡに関すること」「学校と地域との連携に関すること」等、様々なこと

を決めるための委員会です。 

開校準備委員会の中に部会を設置して、具体的な検討を行っていきます。 

  

どんな部会を設置するの？ 

  開校準備委員会には次の部会を設置します。 

「総務部会」：学校名称、校旗・校歌・校章、式典行事、シンボルなどを検討します。 

「通学部会」：通学路、スクールバス、通学関連施設、市バス利用などを検討します。 

「ＰＴＡ部会」：ＰＴＡ組織、規約・役員、予算・事業内容などを検討します。 

「学校支援部会」：学校と地域との連携、学校支援地域組織の検討及び組織などを検討します。 

 ※ 裏面に各部会の名簿があります。 

発行日：平成 28年 11月 1日 

発行元・お問い合わせ 

佐野市教育委員会 学校適正配置推進室 

℡０２８３－２０－３０５１ 

 今後の予定 

 今後は、各部会を開いて協議していきます。 

その内容は「開校だより」でお知らせいたしま

す。 

 平成３２年４月に、田沼西中学校と同校区内の小学校を１つに統合した佐野市初の施設一体

型小中一貫校が、現在の田沼西中学校の敷地内に開校する予定です。 

 これから田沼西地区小中一貫校の開校に向けて必要な様々なことを「佐野市田沼西地区小中

一貫校開校準備委員会」で検討していきます。 

 今後、開校準備委員会で検討されたことは「田沼西地区小中一貫校開校だより」を通じて、

保護者や地域の皆さんへお知らせしていきます。 

 

 

 

※敬称略 

 下記の２９名の皆様へ委員を委嘱し、第１回委員会を開催いたしました。 

第１回委員会では、委員長・副委員長の選任を行い、委員長に樽見寿郎委員、副委員長に岩

﨑貴広委員が選任されました。 

議題は「開校準備委員会の進め方」「部会設置について」として、委員会及び各部会の役割

や開校に向けた今後のスケジュール等について話し合われました。 

 

 

 

第１回 開校準備委員会 

開校準備委員会 委員名簿 

 ※ 裏面にも記事があります。 

開校準備委員会を開催しました 
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上町西町会長 下川 義正 

岩崎町会長 安部 郁夫 

御神楽町会長 葛貫 宏平 

戸奈良西町会長 土澤 康一 

梅園町会長 矢島 敏雄 

閑馬上町会長 松島 久夫 

下彦間下町会長 川島 鉄男 

飛駒２区町会長 萩原 誠一 
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田沼小学校 ＰＴＡ 安部 多香子 

田沼小学校 ＰＴＡ 加藤 陽子 

田沼小学校 ＰＴＡ 和田 陽子 

三好小学校 ＰＴＡ 荻原 美江 

三好小学校 ＰＴＡ 篠木 ゆかり 

戸奈良小学校 ＰＴＡ 本田 睦美 

戸奈良小学校 ＰＴＡ 山菅 三奈 

山形小学校 ＰＴＡ 栗原 勉 

山形小学校 ＰＴＡ 浅野 俊介 

閑馬小学校 ＰＴＡ 立原 久範 

下彦間小学校 ＰＴＡ 米林 栄美子 

下彦間小学校 ＰＴＡ 大川 祐子 

飛駒小学校 ＰＴＡ 茂木 克彦 

飛駒小学校 ＰＴＡ 提箸 明子 

田沼西中学校 ＰＴＡ 岩﨑 貴広 

田沼西中学校 ＰＴＡ 山崎 昌伸 
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田沼小学校長 白澤 嘉宏 

三好小学校長 宮田 英夫 

戸奈良小学校長 久村 美智代 

山形小学校長 須藤 誠治 

閑馬小学校長 荒川 知子 

下彦間小学校長 植木 義夫 

飛駒小学校長 山﨑 正美 

田沼西中学校長 樽見 寿郎 

市教 

教育総務課 坂本 庸子 

学校教育課 山口 猛雄 

学校教育課 木村 佳弘 
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田沼小学校 ＰＴＡ 亀山 征樹 

田沼小学校 ＰＴＡ 荒川 憂乃 

三好小学校 ＰＴＡ 加藤 裕子 

三好小学校 ＰＴＡ 山田 久美子 

戸奈良小学校 ＰＴＡ 星 里美 

戸奈良小学校 ＰＴＡ 磯田 比呂子 

山形小学校 ＰＴＡ 石川 愛 

山形小学校 ＰＴＡ 小沼 祐美 

閑馬小学校 ＰＴＡ 前原 恵利 

下彦間小学校 ＰＴＡ 中島 貴美子 

下彦間小学校 ＰＴＡ 久保 真奈美 

飛駒小学校 ＰＴＡ 恵田 幸治 

飛駒小学校 ＰＴＡ 新井 典子 

田沼西中学校 ＰＴＡ 野尻 貴征 

田沼西中学校 ＰＴＡ 関 和江 
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田沼小学校 教頭 立川 公重 

三好小学校 田村 和宏 

戸奈良小学校 齋上 康子 

山形小学校 芝宮 典子 

閑馬小学校 茂木 護 

下彦間小学校 江田 貴史 

飛駒小学校 新井 和雄 

田沼西中学校 教頭 亀田 哲夫 

市教 学校教育課 仲井 順 
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田沼小学校 ＰＴＡ 石塚 邦茂 

田沼小学校 ＰＴＡ 中塚 里子 

三好小学校 ＰＴＡ 佐瀬 正人 

三好小学校 ＰＴＡ 澤田 幸子 

戸奈良小学校 ＰＴＡ 塩田 綾子 

戸奈良小学校 ＰＴＡ 清水 真紀 

山形小学校 ＰＴＡ 佐藤 友佳理 

山形小学校 ＰＴＡ 大関 純子 

閑馬小学校 ＰＴＡ 柿沼 麻梨子 

閑馬小学校 ＰＴＡ 田所 祥子 

下彦間小学校 ＰＴＡ 中澤 知子 

下彦間小学校 ＰＴＡ 小平 夕子 

飛駒小学校 ＰＴＡ 岩澤 絵美 

飛駒小学校 ＰＴＡ 小林 宏美 

田沼西中学校 ＰＴＡ 岩上 一浩 

田沼西中学校 ＰＴＡ  赤埴 美由紀 
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田沼小学校 小松原 眞理子 

三好小学校 長 雅之 

戸奈良小学校 酒井 恵美子 

山形小学校 秦 由美子 

閑馬小学校 板川 武史 

下彦間小学校 齋川 洋子 

飛駒小学校 小野 壽子 

田沼西中学校 茂木 典子 

市教 教育センター 大歳 勝也 
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本町町会長 那須 國昭 

戸室町会長 戸室 吉之 

白岩町会長 斎藤 治 

戸奈良東町会長 清水 要 

山形町会長 小堀 泰司 

閑馬下町会長 山田 睦郎 

下彦間上町会長 橋本 征洋 

飛駒１区町会長 小松原 冨士男 
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田沼小学校 ＰＴＡ 青木 大輔 

田沼小学校 ＰＴＡ 田邉 裟織里 

三好小学校 ＰＴＡ 大貫 利江 

三好小学校 ＰＴＡ 片山 紀美 

戸奈良小学校 ＰＴＡ 船田 みどり 

戸奈良小学校 ＰＴＡ 塩田 由樹 

山形小学校 ＰＴＡ 恩田 規美子 

山形小学校 ＰＴＡ 近澤 英子 

閑馬小学校 ＰＴＡ 富澤 麻衣子 

下彦間小学校 ＰＴＡ 柿沼 由佳 

下彦間小学校 ＰＴＡ 橋本 憲子 

飛駒小学校 ＰＴＡ 提箸 圭一 

飛駒小学校 ＰＴＡ 高橋 絵里 

田沼西中学校 ＰＴＡ  森 牧枝 

 田沼西中学校 ＰＴＡ 塚原 好子 

学
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田沼小学校 教頭 立川 公重 

三好小学校 教頭 佐藤 恭子 

戸奈良小学校 教頭 菊地 晋介 

山形小学校 教頭 浅生 まゆみ 

閑馬小学校 教頭 山口 英樹 

下彦間小学校 教頭 増田 玲子 

飛駒小学校 教頭 蝶野 一公 

  田沼西中学校 教頭 亀田 哲夫 

市教 教育総務課 長竹 伸生 

PTA部会 部会員名簿 

学校支援部会 部会員名簿 

総務部会 部会員名簿 
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※敬称略 

※敬称略 

※敬称略 ※敬称略 

教育委員会 

推進本部 

開校準備委員会 

総務部会 

通学部会 

ＰＴＡ部会 

学校支援部会 

学校運営部会 

施設設備部会 

閉校準備部会 

教育課程部会 

各学校閉校準備委員会 

市 

教員組織、学校規模、施設建設

手法、部会運営、全体総括など 

 
部会で検討された事項の承認 

学校名称、校旗・校歌・校章、

記念式典など  

通学路、スクールバス、通学関

連施設など 

組織、規約・役員、予算、事業

内容など  

学校と地域との連携、学校支援

地域組織の検討及び組織など 

教育理念、学校教育目標、学年

区分及び重点的指導目標、教育

課程編成の方針、施設の特色な

ど 
学年の考え方、教科担任制対象

学年・教科、学校行事、日課表、

教育諸計画策定など 

 
必要備品・不用品、新規購入備品、

学校図書、給食関係備品など 

閉校式典及び各学校閉校準備委

員会との連絡調整など 

閉校式典、記念誌・記念品、記

念事業、跡地利用意見交換など

（閉校となる学校単位で組織） 

検討体制

【主な検討項目】 

 

【構 成】 

 

 田沼西地区小中一貫校開校に向けた全体の検討体制については次のとおりです。 

通学部会 部会員名簿 

PTA 地域 

学校 市教 

市教 

PTA 地域 

学校 市教 

PTA 

学校 市教 

PTA 

学校 市教 

PTA 地域 

学校 市教 

学校 市教 

学校 市教 

学校 市教 

市教 

PTA 地域 

学校 


