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１．諮問文 
香教学庶第１５号  
平成２７年６月２５日  

 
香春町立小中学校 
 再編推進審議会会長 殿 

 
                         香春町教育委員会 
                           教育長 林 忠良 

 
 

香春町立小中学校再編整備に関する諮問について 

 
 
 このことについて、下記理由を付して諮問いたします。 

 
 
１．諮問事項 
 ①現在の町立４小学校・２中学校を１小学校・１中学校に再編する総合的な

検討及び計画策定に関すること。 
 ②上記再編計画策定に係る具体的な方策に関すること。 

 
 
２．諮問理由 
 全国的な少子化が進展する中にあって、香春町でも、児童生徒数は年々減少

し、推計では平成３７年に複式学級が見込まれる学校があります。 
 このような傾向が続くと、学習指導面、集団活動を通しての社会性や協調性

の育成等、学校における教育活動が十分に行えない状況が生まれてくることが

考えられます。よって、学びあう機会が平等になるよう、香春町として望まし

い教育環境を確保・充実することが喫緊の課題となっております。 
 そこで、第４次行政改革大綱にありますように、現在の４小学校・２中学校

を再編し、平成３２年４月開校を目標に１小学校・１中学校を新設することに

ついて、香春町立小中学校再編推進審議会において総合的にご検討いただき、

再編計画及び具体的な方策についてご答申いただきますよう諮問いたします。 
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２．審議会要綱 

香春町立小中学校再編推進審議会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 香春町立小学校４校を１校，中学校２校を１校，それぞれ新設し，小

中一貫教育学校も視野に入れた再編をするため，地域代表者並びに保育所

（園），幼稚園，小学校及び中学校保護者代表者並びに学校代表者が，町及び

教育委員会と連携を図り，第２条に掲げる所掌事項について調査・審議し，

学校再編を推進することを目的として，香春町立小中学校再編推進審議会（以

下「審議会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 審議会は，香春町教育委員会の諮問に応じ，次に掲げる事項について，

調査・審議し，答申する。 

（１）小学校４校を１校,中学校２校を１校，それぞれ新設し，小中一貫教育学

校も視野に入れた施設整備に関すること。 

（２）校名，校章，校旗，校歌，校則及び校訓等に関すること。 

（３）通学路の整備に関すること。 

（４）制服及び体操服等に関すること。 

（５）前各号に掲げるもののほか，審議会が必要と認める事項に関すること。 

 （委員） 

第３条 審議会は，委員１１人以内で組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

（１）各小学校区の行政区長等の代表者４人のうち２人 

（２）各小・中学校 PTA 代表者６人のうち２人 

（３）各保育所(園)保護者会代表者５人のうち１人 

（４）幼稚園保護者会代表者 １人 

（５）小・中学校長６人のうち香春町立小中学校再編推進専門部会長３人 
（６）福岡県教育委員会の職員 １人 

（７）学識経験者 １人 

 （任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし，選出団体からの承認があれば，再

任することができる。 

２ 欠員が生じた場合の任期は，前任者の残任期間とする。 

３ 第２条の所掌事務がすべて完了したときは，任期中であっても委員として

の任期は終了する。 

 （会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長各１人を置く。 
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２ 会長及び副会長は，委員の互選により選出する。 

３ 会長は，会務を総理し，審議会を代表する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，

その職務を代理する。 

 （会議）  

第６条 審議会は，会長が招集する。 

２ 会議は，委員の過半数が出席しなければ，開くことができない。 

３ 会議の議事は，会長が議長となり議事を進行する。 

４ 議事は，出席委員の過半数で決定し，可否同数のときは，議長の決すると

ころによる。 

 （専門部会） 

第７条 審議会に，専門の事項を調査・検討させるため必要があるときは，専

門部会を置くことができる。 

２ 専門部会の委員は，教育委員会が委嘱する。 

３ 専門部会の委員の任期は，当該専門の事項に関する調査・検討が終了する

までとし，欠員が生じた場合の補充委員は，前任者の残任期間とする。 

 （庶務） 

第８条 審議会の庶務は，教育委員会学校再編準備室において処理する。 

 （委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，会

長が審議会に諮って定める。 

 

   附 則 

この要綱は，公布の日から施行する。 

   附 則（令和２年香春町教育委員会要綱第８号） 

この要綱は，令和２年６月１日から施行する。 
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３．香春町立小中学校再編推進審議会委員名簿 
  （順不同、敬称略） 

◎会長、○副会長 

 
任期：２年 平成３１年４月１日～令和３年３月３１日 

（令和２年６月１日より１１名） 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

選出区分 所　　属 氏　　名

1 学識経験者（1人） 福岡県立大学 美谷　薫
人間社会学部　公共社会学科
准教授

◎

2 福岡県教育委員会（1人） 福岡県教育庁筑豊教育事務所 河野　康世 副所長

3 香春小学校区 神崎　智賀治 香春校区区長会会長

4 採銅所小学校区 大坪　松雄 採銅所区長会会長 ○

5 香春中学校 堀川　浩昭 校長

6 中津原小学校 川上　三千夫 校長

7 採銅所小学校 神﨑　育子 校長

8 香春中学校PTA代表 藤本　利枝 代表

9 採銅所小学校PTA代表 宮原　絵理 代表

10
保育所(園)保護者会代表
(1人）

採銅所保育所保護者会代表 鈴木　優介 代表

11
幼稚園保護者会代表（1
人）

香春幼稚園後援会代表 末松　麻美 代表

小学校区区長代表（2人）

小中学校長（3人）
※３部会部会長

小中学校ＰＴＡ代表者（2
人）

備考
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４．審議会開催経過 

 

 開催日 主な内容 

１ H27.6.25 ・委嘱状の交付 
・諮問 
・これまでの経過報告 
・国の動向と香春町の現状 
・基本方針について 
・今後の予定 

２ H27.7.28 ・再編に関するアンケート調査結果について（報告） 
・小中学校建設候補地の検討について 
・通学方法の検討について 
・住民説明会の日程について 

３ H27.8.21 ・小中一貫教育について 
・学校再編住民説明会の内容について 

４ H27.9.30 ・学校再編住民説明会での意見等について（報告） 
・香春町小中一貫教育推進基本方針（案）について 
・第１次中間答申骨子（案）について 
・先進地視察について 

視

察 
H27.10.22 ・先進地視察 

 頴田小中一貫校、嘉穂小学校 

５ H27.10.28 ・第１次中間答申項目について 
・第１次中間答申（案）について 

６ H27.11.6 ・第１次中間答申（案）について 

７ H27.11.24 ・第１次中間答申（案）の決定 
・教育長への答申 

８ H28.2.4 ・学校再編事業 現状及び今後の進め方について 

９ H28.5.9 ・香春町立小中学校再編推進専門部会運営要領（案）について

１０ H28.11.7 ・再編スケジュールについて 
・専門部会委員について 
・義務教育学校について 

１１ H28.12.19 ・香春町小中一貫教育推進基本方針（改訂案）について 
・第２次中間答申（案）について 
・第２回住民説明会について 

１２ H29.3.1 ・住民説明会について（報告） 

・基本設計・実施設計について 
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・H29 年度 専門部会スケジュール 

１３ H29.6.12 ・通学・学校運営支援部会委員選定について 

・H29 年度 専門部会スケジュール 

１４ H29.9.25 ・基本設計（案）について 

・今後のスケジュール 

１５ H29.12.21 ・開校時期について 

・今後のスケジュール 

１６ H30.3.29 ・基本設計（案）について 

・住民説明会について 

１７ H30.6.25 ・審議会の役割及び経過報告について 

・各部会委員名簿について 

・平成３０年度 専門部会スケジュールについて 

１８ H30.9.27 ・実施設計について 

・校名の選定について 

・制服及び通学用カバンについて 

・第３次中間答申（案）について 

・制服及び通学用カバン、校名に係る今後のスケジュール 

・３部会進捗状況報告 

１９ H30.11.12 ・制服・通学用カバン及び校名に係る今後のスケジュール 

・工事期間中のグラウンド運用について 

・校名の選定について  

２０ H30.12.10 ・制服・通学用カバンについて 

・第３次中間答申（案）について 

２１ H31.3.18 ・体操服・体操帽子・体育館シューズの決定について 

・部活動の時間について 

・体操服：校名バックプリントデザインの決定報告 

・校名の確定報告 

２２ R1.7.30 ・制服に係る香春チェックの提案方法について 

・校歌の作詞・作曲依頼について 

・校章デザインについて 

・体操服バックプリント等に使用する校名デザインの決定報

告 

２３ R1.9.25 ・香春チェックに係るアンケートの結果報告 

・校歌の作詞案について 
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・スクールバス運行案について 

・校章デザインについて 

２４ R1.10.30 ・校章デザインの進捗状況について 

・閉校式について 

・スクールバス運行及び自転車通学範囲等案について 

２５ R1.11.26 ・校章デザインの選定について 

・寄附・寄贈品の事務取扱基準について 

・通学対策等について 

２６ R1.12.25 ・香春町立香春思永館に係る通学対策等について（意見） 

 の決定 

・審議会委員の定数について 

２７ R2.1.28 ・通学対策等について 

・第６回住民説明会の内容について 

・審議会委員の定数について 

２８ R2.3.27 ・第６回住民説明会実績報告 

・スクールバス運行について 

・徒歩及び自転車通学路（案）及び通学対策等について 

・審議会委員の定数について 

２９ R2.6.30 ・徒歩及び自転車通学路（案）及び通学対策等について 

・日課表（時間割）について 

３０ R2.8.27 ・徒歩及び自転車通学路（案）について 

・スクールバス乗降場所について 

・校訓について 

３１ R2.9.25 ・通学路等及び通学対策報告 

・後期課程制服の無償支給報告 

・見守り体制について 

・スクールバス運行ルールについて 

３２ R2.12.22 ・開校に向けた第１回保護者説明会実績報告 

・通学路見守り体制進捗状況報告 

・徒歩試歩及びスクールバス乗車体験日程報告 

・入学お祝い事業報告 

・内覧会内容報告 
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３３ R3.3.9 ・香春思永館校舎棟現地見学 

・通学路見守り体制進捗状況報告 

・最終答申（案）の決定 

 

 


