
発行日 平成２９年６月１３日 

発行 大川中学校・大川南中学校統合協議会、三又中学校・大川東中学校統合協議会 

☆ 統合協議会がスタート 

大川中学校と大川南中学校、また、三又中学校と大川東中学校が統合され、平成３２年４月に、新しい

２つの中学校が生まれます。 

この中学校の統合に必要な事項を協議するため、大川中学校・大川南中学校統合協議会と三又中学校・

大川東中学校統合協議会の２つの協議会が発足し、第１回の合同会議が、５月２４日（水）文化センター

で開かれました。 

今後、統合中学校が開校するまで、協議会で調整・協議された内容は、この「統合協議会だより」で 

お知らせしていきます。 

☆ 統合協議会とは？ 

中学校が統合するにあたって、調整が必要な事項について協議を行う組織です。 

小・中学校の教職員や保護者、区長さんの代表などで組織され、新しい学校名や制服、校歌、校章、通

学手段、ＰＴＡ組織をはじめ様々な事項を協議していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

教育長あいさつ  大川市教育委員会 教育長 記伊 哲也 

平成２７年９月２４日、「大川市学校適正規模・適正配置化検討委員会」から答申を受け、ここに

２つの統合協議会が設置されることになりました。統合される４つの中学校には、それぞれの歴史・

文化があり、校歌を紐解いてみると「有明海・雲仙・三沼・筑後川」などの大川ならではの歌詞が謳

われています。新しい校名、校歌、校章が生まれる中、現存する歴史・文化がどのように受け継がれ

ていくのか楽しみであります。 

統合協議会の委員の皆様方、今回誕生する中学校については、時代の進展にふさわしい理念や理想

を掲げ、新しい学校を創り上げていただくことを切にお願いいたします。 

 

 

 

 

大川中学校・大川南中学校統合協議会会長あいさつ  大川中学校長 下坂 浩二 

大川市内の各中学校は、５０年を超える歴史のある学校です。それぞれが培ってきた伝統、文化、

財産等を統合された新しい学校で生かし、生徒の教育環境をいかに充実できるかを委員の皆様から

意見をいただきながら進めていければと考えております。 

地域の核として支えられ、生徒を育て、やがて地域の力となる人材を輩出することになるのが学校

です。生徒、地域にとって最善の統合となるよう努力していきますので、ご協力宜しくお願いします。                 

 

  

 

 

 

三又中学校・大川東中学校統合協議会会長あいさつ  大川東中学校長 古賀 孝志 

大川市の子どもたちの学ぶ環境を充実させることが、今回の学校統合の目的だと考えます。 

同時に、学校は、在校する生徒だけではなく、卒業生・保護者・地域、そして未来の子どもたちに

とって、かけがえのない存在です。 

そのために「２０年後、３０年後の教育活動の展開に耐えうる学校づくり」という視点を明確にし

た真摯な協議が行われる会であらねば申し訳ないと会長として考えております。 

ご協力をよろしくお願いいたします。             

 

 

 



☆ 第１回統合協議会の協議内容 

（１）協議の進め方及び今後のスケジュールについて 

  統合協議会で協議していく内容は、おおむね次の項目であることを確認しました。 

（協議の過程で、追加される事項もあります。） 

・学校名、校歌、校章の決定方法について 

・教育方針について 

・制服の選定について 

・通学の手段及び安全確保について 

・式典（閉校式・開校式）について 

・ＰＴＡ組織について 

・統合前の中学校の資料の保存について 

・事前交流事業について 

ただし、「教育方針」など学校運営関係の項目は、各学校と教育委員会を中心に協議を進め、経過等

を要所で報告することとしました。 

   

（２）校名の決定方法について 

  学校名は、校歌や校章にも関係があるため、統合前の早い時期に決めておく必要があります。 

  今回の会議では、新設統合中学校２校の学校名の決め方について話し合いました。 

協議の結果は次のとおりです。 

①公平を期すため、学校名の案は、市報やホームページなどを通じて公募することとしました。 

②市外に住む卒業生など大川出身の方にも配慮し、対象者は居住地を限定しないこととしました。 

ただし、応募できる校名案は「その案にした理由」も書き添えてもらうことを前提に、各校１件ずつ

に限ることとしました。 

  また、「市内の小・中学生は必ず提出してもらうようにしたらよいのでは。」という意見も出ました。 

公募に際しては、期間を十分取ったうえで、広く周知していくこととしますが、具体的な募集要項や

集まった校名案から最終案を選定する方法については、次回以降に話し合う予定です。 

新しい学校名については、今年度内に決定することを目標にします。 

 

（３）新設中学校の制服について 

新しい制服への移行時期について、①統合中学校の開校に合わせ平成３２年度からとするか、 

②開校時に全学年が新しい制服で揃うよう、２年前（平成３０年度）から前もって導入しておくか、

２つの案を検討しました。それぞれの長所・短所は次のとおりです。 

①平成３２年度から ②平成３０年度から 

（長所） 

無理に買い換えなくて済むため、経済的。 

統合前の学校では、最後まで全生徒が同じ制服。 

新しい制服のデザインや生地を、時間をかけて 

検討できる。 

余裕を持って販売店への事前周知ができる。     

など 

（短所） 

開校後もしばらくは、前の制服と新しい制服が 

混在する。 

（長所） 

統合中学校が開校するときに、全学年が同じ制服

になる。 

（短所） 

統合前の学校で制服がバラバラになってしまう。 

採寸や受注の都合上、今年の１２月までには決定

しておく必要がある。 

短期間で決める必要があるので、デザインや生地

が制約される。 

校章が決まっていないので、制服に校章を使えな

い。など 



協議会では、統合後も前の学校の制服を着用することを認めることを前提に、平成３２年度から新し

い制服や指定用品に移行できるよう準備を進めていくこととしました。 

 

（４）通学手段について 

今後、統合中学校までの通学手段を検討していくうえで前提となる現在の４つの中学校の自転車 

通学の実態を確認しました。 

 各中学校の自転車通学の基準は次のとおりです。 

大川中学校 

一番近くの門から自宅までの最短距離が１．４km以上の人 

校内で部活をしている生徒については、距離に関係なく、部活のある日は自転車通

学を認めている。 

三又中学校 
徒歩通学のみ。 

校区外の生徒のみヘルメット着用で認める。 

大川東中学校 

正門及び裏門を基点として最短で１．８㎞以上の人 

校内の部活動に所属している生徒は、部活動を実施する日に限って、自転車通学を

許可している。 

大川南中学校 平成２９年度から希望する全員が自転車通学可能 

   

通学時の荷物の重さを考えれば、現在の基準では、徒歩通学が大変な生徒が

一部いるといった課題も挙げられました。 

             通学路については、現在、国・県・市・警察等関係者で通学路安全推進会議 

という組織を設置しています。 

学校を通じて洗い出してもらった危険箇所を現地確認し、道路管理者による

整備、改修を行っていくための組織です。 

今後は、統合中学校への通学に使われることが想定される道路も点検箇所に

含めるよう、通学路安全推進会議に働きかけることを確認しました。 

通学路安全推進会議の進行状況などは、統合協議会に報告していきます。 

            統合中学校の自転車通学の範囲は、今年度、１年かけて検討していきます。 

☆ 今後の開催予定 

統合協議会は今後、基本的に２ヶ月に１回のペースで、奇数月（５月、７月、９月、１１月、１月、

３月）に開催する予定です。協議の内容や進行具合によっては、定期的な会議以外に、小委員会や臨時

の会議を開くこともあります。 

２つの統合協議会は、別々に会議を開くことが原則ですが、協議事項が共通するときは、合同で開催

することとします。 

第２回 統合協議会（合同開催） 

日時  ７月１９日（水）１９：００～ 

場所  文化センター２階 洋会議室 

議題（予定）①校名について（募集要項の決定） ②制服について（決定手順の確認） 

③施設設計の進行状況の報告  ④通学路安全推進会議の状況報告 

⑤自転車通学の範囲の検討  など 



☆ 統合協議会委員の紹介（敬称略） ◎…会長 ○…副会長 

大川中学校・大川南中学校統合協議会 三又中学校・大川東中学校統合協議会 

氏 名 所   属 氏 名 所   属 

下坂 浩二 ◎ 大川中学校 校長 古賀 孝志 ◎ 大川東中学校 校長 

井手 正俊 ○ 大川南中学校 校長 伊藤 和廣 ○ 三又中学校 校長 

中村 和滋 大川中学校 主幹教諭 後藤 繁生 三又中学校 教頭 

山田 啓祐 大川南中学校 教頭 川村 和也 大川東中学校 主幹教諭 

森   茂 大川小学校 校長 中島 秀博 三又小学校 主幹教諭 

後藤 盟子 宮前小学校 教頭 廣重  茂 道海島小学校 教頭 

池上 和久 川口小学校 主幹教諭 古賀  易 木室小学校 教頭 

宮﨑 隆行 大野島小学校 教頭 横大路 智毅 田口小学校 校長 

蔵本美保子 大川中学校 ＰＴＡ会長 吉岡 康隆 三又中学校 ＰＴＡ会長 

坂田 裕也 大川中学校 ＰＴＡ副会長 川野みどり 三又中学校 ＰＴＡ役員 

武下  亨 大川南中学校 ＰＴＡ副会長 岡  洋介 大川東中学校 ＰＴＡ会長 

古賀久美子 大川南中学校 ＰＴＡ副会長 石橋 和美 大川東中学校 ＰＴＡ副会長 

石井 和泉 大川小学校 ＰＴＡ会長 辻  悟 三又小学校 ＰＴＡ会長 

永島みさき 大川小学校 ＰＴＡ書記 古賀 新吾 三又小学校 ＰＴＡ副会長 

石橋 典広 宮前小学校 ＰＴＡ副会長 江口 義満 道海島小学校 ＰＴＡ会長 

喜多 貴子 宮前小学校 ＰＴＡ副会長 坂井 真実 道海島小学校 ＰＴＡ会計 

古賀 祐一 川口小学校 ＰＴＡ会長 田中 茂生 木室小学校 ＰＴＡ会長 

新ヶ江小百合 川口小学校 ＰＴＡ副会長 尾形 紋子 木室小学校 ＰＴＡ副会長 

筬島  繁 大野島小学校 ＰＴＡ会長 今村 秀一 田口小学校 ＰＴＡ会長 

武下 麻美 大野島小学校 ＰＴＡ副会長 松尾 史佳 田口小学校 ＰＴＡ副会長 

平田 源司 大川地区区長会 会長 永尾 隆信 三又地区区長会 副会長 

石川  孝 川口地区区長会 会長 富安  學 木室地区区長会 会長 

古賀  明 大野島地区区長会 会長 山下 隆鉰 田口地区区長会 会長 

 

今後も統合協議会の協議が円滑に進められるよう、保護者の皆さま、地域の皆さまのご協力をお願い 

いたします。 

 

 

大川中学校・大川南中学校統合協議会 

事務局  大川中学校  ＴＥＬ：８７－２５４０ 

三又中学校・大川東中学校統合協議会 

事務局 大川東中学校 ＴＥＬ：８７－２８１７ 

大川市教育委員会 学校教育課学校再編係  

ＴＥＬ：８７－２１０１（代表）内線３２９ 

                                                     ８５－８００４（直通）                   


