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統合準備会委員へ委嘱状を交付 

 平成２５年５月８日、石川中学校多目的ホールで「石川町立小中学校統合準備会委員委嘱状交付式」

が開催され、田口和憲教育長から委員７７名へ委嘱状が交付されました。任期は平成２５年５月８日～

平成２７年７月３１日までです。 

 また、委嘱状交付式の後には、準備会の第１回全体会議が行われ、会長並びに各専門部会の役員が次

のとおり選出されました。（敬称略） 

  ◎会 長  矢吹重光   ○副会長は各専門部会の部長が務めます 

総務部会   ○部長 酒井篤彦   副部長 有賀四郎 

教育振興部会 ○部長 松岡浩司   副部長 遠藤寿枝 

通学検討部会 ○部長 深谷洋一郎  副部長 鈴木征博 

 石川町立小中学校統合準備会は、平成２７年４月に迎える小中学校の統合をより円滑に進めるため、

関係団体や町民の方々の意見を広く求めることを目的として、設置された組織です。今後は、準備会内

にある３つの専門部会を中心に所掌事務の検討が行われます。  

なお、準備会の構成等は次の通りです。 

部会名 主な所掌事務 構成員 人数 

総務部会 ・統合小学校の校章・校歌等の選定 

・閉校、開校式に関すること 

・統合小学校と地域の係わりに関すること 

・校舎等の跡地利用に関すること 

・広報紙の発行に関すること 

・区長会長、区長の推薦者 

・小学校 PTAの推薦者 

・小中学校校長 

・学識経験者 

 

１０名 

８名 

６名 

２名 

計２６名 

教育振興部会 ・教育目標、教育課程に関すること 

・ＰＴＡ組織及び運営に関すること 

・制服、運動着及び教材備品の選定に 

関すること 

 

・小中学校 PTA推薦者 

・保育所等保護者会推薦者 

・小中学校校長 

・小中学校教頭 

・学識経験者 

１０名 

  ５名 

  ４名 

５名 

３名 

計２７名 

通学検討部会 ・児童生徒の通学に関すること 

・学童保育に関すること 

・小学校 PTA推薦者 

・保育所等保護者会推薦者 

・中学校 PTA推薦者 

・小中学校教頭 

・学識経験者 

 

  ８名 

５名 

３名 

５名 

３名 

計２４名 

合計７７名 

 

準備会だより 

 

 



No 役職 氏　　名 推薦団体等 No 役職 氏　　名 推薦団体等 No 役職 氏　　名 推薦団体等

1 部長 酒井　篤彦 山形区長 1 部長 松岡　浩司 石川中PTA 1 部長 深谷 洋一郎 石川中PTA

2 副部長 有賀　四郎 石川区長会 2 副部長 遠藤　寿枝 沢田小中PTA 2 副部長 鈴木　征博 山形小PTA

3 川西　正昭 石川区長会 3 白岩　幸江 石川小PTA 3 溝井　陽介 石川小PTA

4 小池　一郎 石川区長会 4 小野　春美 沢田小中PTA 4 長谷部　保 沢田小中PTA

5 瀬谷　一裕 沢田区長会 5 二瓶 ヨシ子 野木沢小PTA 5 佐川　洋一 沢田小中PTA

6 板橋　重徳 山橋区長会 6 渡邉　久和 母畑小PTA 6 近内　寛典 野木沢小PTA

7 小針　重一 中谷区長会 7 鈴木　則夫 中一小PTA 7 瀧口　清勝 母畑小PTA

8 三森　孝浩 中田区長 8 瀧川　一也 中二小PTA 8 南條　光徳 中一小PTA

9 永沼　　悟 母畑区長会 9 小豆畑 則雄 山形小PTA 9 堀江 美登里 中二小PTA

10 円谷　節男 野木沢区長会 10 鈴木　茂則 南山形小PTA 10 水野　　栄 南山形小PTA

11 川音　雅浩 石川小PTA 11 溝井　俊治 第一保保護者会 11 橋本 裕美子 石川中PTA

12 佐川　正人 沢田小中PTA 12 竹貫　敏晃 第二保保護者会 12 角田　幸生 第一保保護者会

13 草野　文明 野木沢小PTA 13 佐藤　　淳 野木保保護者会 13 橋本　尚樹 第二保保護者会

14 瀧口　一也 母畑小PTA 14 江尻　勝巳 沢田児保護者会 14 吉田　幸夫 野木保保護者会

15 花輪　裕幸 中一小PTA 15 松山　絢子 文化幼保護者会 15 中島　一繁 沢田児保護者会

16 深谷　敏彦 中二小PTA 16 西牧 満喜子 学識経験者 16 小木　秀治 文化幼保護者会

17 遠藤　芳宏 山形小PTA 17 西牧 夫早子 学識経験者 17 酒井　　文 学識経験者

18 遠藤　建治 南山形小PTA 18 齋藤　一彦 学識経験者 18 小池　幸子 学識経験者

19 会長 矢吹　重光 学識経験者 19 木村　真一 沢田小学校長 19 熊井　トシエ 学識経験者

20 鈴木　后世 学識経験者 20 渡邊　敏幸 野木沢小学校長 20 菅野　　信 母畑小学校教頭

21 矢吹　伸一 石川小学校長 21 吉田　忠夫 石川中学校長 21 蛭田　紀隆 中谷第二小学校教頭

22 渡部　　裕 母畑小学校長 22 町田　壽章 沢田中学校長 22 島田　祥司 山形小学校教頭

23 村上　　隆 中谷第一小学校長 23 小針　良文 石川小学校教頭 23 三森 万里子 南山形小学校教頭

24 菱沼　明美 中谷第二小学校長 24 川崎　勝久 沢田小学校教頭 24 芳賀　　隆 沢田中学校教頭

25 荒川　孝子 山形小学校長 25 塩田　明美 野木沢小学校教頭

26 井上　佳彦 南山形小学校長 26 白旗　敏明 中谷第一小学校教頭

27 二平　光明 石川中教頭

石川町立小中学校統合準備会委員名簿

総務部会 教育振興部会 通学検討部会


