
 
 

（平成 24 年 1 月 17 日現在：統合準備会資料） 

北広島団地内小学校統合事業 進捗状況（１） 

 

  業務内容 主務・補助 ４月５月の状況 ６月 7 月の状況 8 月９月の状況 10 月 11 月の状況 12 月以降の予定 

閉
校
業
務 

閉校式 教育施策推進課 
社会教育課 

【各校閉校記念誌の作成関係】 
○5/25 入札 
・６月から業者が各校に入る 

○４校で閉校記念誌の編集作業入り 
・6/27 ページ数構成等調整会議 
・6/23-29 挨拶原稿依頼の調整 
・6/29 挨拶原稿依頼 
 

○４校と業者で原稿作成⇒原稿出し 
○8/17 挨拶原稿集約し各校へ送付 
 

○校正から印刷へ（11/10 納品予定） 
○11/16 納品（各校へ） 
○11/18 記念誌用封筒納品配布 
 

○合同閉校式案内先への配布 

【合同閉校式関係】 
○合同閉校式細案は若葉小校長案で

８月に検討することとした。
(4/27) 

○新十津川の事例 DVD 借用(5/20) 
 

○7/5 合同閉校式企画会議（若葉小
校長と） 

○7/8 新十津川町教委へ先例視察し
DVD 返却 

○7/14 札幌市教委へ先例（もみじ 
台）視察 
 

○8/19～ 合同閉校式の細案検討会 
 議（各校と市教委で作業分担あり） 
○9/9 開催企画概要を決定 
○9/9 ホール（舞台）打合せ 
○9/12 ４校実務打合せ 
○9/中 案内宛先調整、案内状作成 
○9/30 開催企画概要の市長副市長説 
明 

 

○10/11 案内状発送（10 月末〆） 
○11/上～ 出欠整理 
○11/7 迄に４校作成映像市教委へ 
○しおり作成 
○実行体制づくり 
○会場（花ホール）打合せ 
 

○12/7 ＩＴﾈｯﾄﾜｰｸ打合せ 
○12/8 ４校実務打合せ 
○12/8 ホール(物品等)打合せ 
○12/13 ホール(舞台)打合せ 
○12/16 合同閉校式仕込・ｹﾞﾈﾌﾟﾛ 
○12/17 合同閉校式（花ホール） 
○12/21 付 登壇者へ礼状発送 
○12/22 欠席者へ栞等を発送 
 

【各校閉校の集い関係】  ○8/下 各校閉校の集い広報原稿出
し 

○9/中 広報記事の校正 
 

○10/1 各校の閉校の集い広報掲載 
○11/各水曜 各校ＦＭﾒｲﾌﾟﾙ出演

PR 
○11/26 広葉、高台、緑陽の各小 
 

○12/3 若葉小 
 

【閉校周知看板関係】 
○閉校周知看板の作成方法 

(5/31、４校長で打合了) 

○６月中に各校掲載内容決定 
・7/25 閉校周知看板作成と設置を 

発注 
 

○8/9 納品（設置） 
○9/上 請求により代金支払 

○10/7 高台小で看板倒壊（突風） 
○10/15 高台小看板、補強復旧 
 

○１/11 高台小で除雪のため看板を
一時撤去（２月末に再掲） 

○３月末、開校周知看板とつけかえ 

【閉校記念品関係】  ○9/下 閉校記念品の検討 ○10/7 記念品を決定、発注 
○10/26 記念品納品 
○11/18 各校へ配布 
 

 

教材・備品
等処分関係 

教育総務課 ○5/17 関係課打合せ ○6/24 備品取扱に係る会議開催 
 

○教材備品確認、ﾃﾞｰﾀ入力、ｼｰﾙ貼付、
廃棄備品収集などに取組中 

○8/22 高台小・若葉小で作業支援 
○9/15 までに統合校ごと備品確認  
○9/下 各校に備品整理進捗状況確

認 
 

○10/下 引越し日程見積等の検討 
 

○12/1 引越し業者、決定 
○12/9 までに各校備品処分関係の

整理完了予定（使用可能備品で統合
しないものは、リスト化し各校に使
用の有無確認） 

○12/12 引越し説明会（４校教頭・
教員代表・事務職、業者、事務局） 

○12/28 までに新規購入備品検討  
○3/1 までに引越し準備 
○3/28・29・30 引越し（予定） 
 

歴史物等の
展示方法 

文化課 ○5/17 関係課打合せ。（保存展示等
の仕分け作業を６月中にある程度
終える予定。） 

○5/31 広葉小校長と打合せ 
 展示物・方法等を協議・調整 

○6/8 高台小歴史物等の調査（写真
撮）、6/15 緑陽小・若葉小の歴史
物等の調査（写真撮）、7/12 広葉
小の歴史物等の調査（写真撮） 

○7/下 展示方法の検討 
○統合４校の歴史物等の調査・写真撮

り終了 

○文化課による展示計画案作成 
○統合４校による計画決定 

○保管リスト作成（9 月） 
○各学校で保管開始 
○展示ケース仕様の検討 

○10/5,7 統合準備会で説明 
 

○展示ケース発注関係（３月末納品） 
○3 月閉校記念誌拡大版作成 



 

 

北広島団地内小学校統合事業 進捗状況（２） 

  

  業務内容 主務・補助 ４月５月の進捗状況 ６月 7 月の状況 8 月９月の状況 10 月 11 月の状況 12 月以降の予定 

開
校
業
務 

通学路関係 青少年課 ○５月、統合準備会等の経過把握 ○６月中旬、学校から通学路案提示 
○6/30 学校と協議した調査結果・要

望等を踏まえ通学路案をスクール
ガードリーダーとともに現地点検 

○7/上、要望事項・点検結果につい
て市の関係部署及び警察署へ協議
要望開始 

○7/12-13 統合準備会に報告 
○7/26 現地確認 
○建設部（都市整備課、土木事務所と

検討会議）、市民生活課と打合せ 
 

○8/9 厚別警察署へ要望 
 
○9/22 建設部（都市整備課、土木

事務所）と検討会議 
○9/26 建設部（都市整備課、土木

事務所）と夕刻から通学路現地踏査 

○10/5,7 統合準備会で状況報告 
○10/11年度内実施事項を整理し財

政課協議 
○10/12 北広公園内園路現地確認 
○各要望事項について、関係課と打合

せを重ねる。 
○10/25 厚別警察署と協議（信号

機設置） 
○10月下旬以降 トリムコース内の

枝払い、街灯補修、北広公園内の間
伐、街灯設置など通学路の改良に一
部着手（都市整備課、土木事務所） 

（⇒ 通学路（最終案）の決定へ） 
 

○積雪期の通学路の状況把握 

教材・備品
等整備関係 

教育総務課  ＊閉校業務の教材備品処分関係との
調整（右欄は再掲） 

○7/15 までに教材備品確認、ﾃﾞｰﾀ
入力、ｼｰﾙ貼付、廃棄備品収集など 

 

○教材備品確認、ﾃﾞｰﾀ入力、ｼｰﾙ貼付、
廃棄備品収集などに取組中 

○8/22 高台小・若葉小で作業支援 
○9/15 までに統合校ごと備品確認  
○9/下 各校に備品整理進捗状況確

認 
 

○10/下 引越し日程見積等の検討 
○11 月以降 校旗・優勝旗等の発注 
 

○12/1 引越し業者、に決定 
○12/9 までに各校備品処分関係の

整理完了予定（使用可能備品で統合
しないものは、リスト化し各校に使
用の有無確認） 

○12/12 引越し説明会（４校教頭・
教員代表・事務職、業者、事務局） 

○12/28 までに新規購入備品検討  
○3/1 までに引越し準備 
○3/28・29・30 引越し（予定） 
 

学校図書館
整備 

文化課（図書館） ○整備内容・工程の検討 
○各学校の状況調査 
・若葉小＜梱包のみ＞ 
・広葉小＜選定・梱包＞ 
・高台小＜選定・ラベル替え・ 

廃棄・補充等＞ 
・緑陽小＜選定・ﾗﾍﾞﾙ替え・廃棄等＞ 

 

○各校での移行処理仕様・廃棄割合等
の検討 

○改修にともなう図書室の状況を見
ながら各校と工程を調整 

○緑陽小図書の選定・ﾗﾍﾞﾙ等整備終了 
○若葉小＜梱包のみ＞終了 
○広葉小＜選定・梱包＞終了 
○高台小＜選定・ﾗﾍﾞﾙ替え・廃棄・補

充＞の選定・梱包終了（9 月） 
○緑ヶ丘小の図書補充作業（～3 月） 
 

○10 月末に図書室改修完了 
○11 月中に若葉小・高台小復旧 

○緑ヶ丘小の図書補充作業（終了） 
 

○3/末～4/中 双葉小・緑ヶ丘小で
整備・資料廃棄 

校歌・校章
関係 

社会教育課 ○校歌及び校章デザインの決定方法
( 案 ) を整理し、各統合準備会
（5/18,19）で意見を伺った。 

○校章デザイン（図案）募集実施要領
を決定 

○PR 等準備(７/１号広報、HP など)  
○校章デザイン選考委員の選任 
○４校へ児童作品の集約依頼 
○７月～広報・HP 等で校章デザイン 

(図案)公募、道新掲載(7/20) 

○校章デザイン 
・9/14 選考委（1） 
・9/27 選考委（2）各賞決定 
・９/末～10/ 最優秀作品補作 
 

○10/5,7 統合準備会に校章結果等 
○10/上～校章決定デザイン図案の発
表 
○11/上 校章デザインの補作完成 
 

○12/15 広報・HP で校歌の歌詞に
入れたい言葉等の公募(1/31〆切) 

開校式 教育施策推進課 
社会教育課 

○4/27 4 校校長で開校式を検討    ○12 月～ 開校式の具体的検討 
○１月～２月 開校のしおり 作成 
 

○開校告知看板の作成打合せ 
(5/31、４校長で打合了) 

 
 

  ○1 月、表記内容決定 ○２月、発注 
○3 月末、閉校周知看板と付替え 



 
 

北広島団地内小学校統合事業 進捗状況（３） 

 

  業務内容 主務・補助 ４月５月の進捗状況 ６月 7 月の状況 8 月９月の状況 10 月 11 月の状況 12 月以降の予定 

そ
の
他 

将来の児童
数把握 

学校教育課 ○推計表の作成 
 ５月 

 
 
 

 ○推計表の作成 
 10 月 
 

○推計表の作成 
 2 月 

教職員等の
人員配置 

学校教育課 
教育総務課 

  ○９月：教職員配置計画に着手 
 
 
 
 

○10 月：業務主事、事務補（教総） 
介助員、支援員（学教） 
の配置案決定 

 

○３月：内示 

施設改修 教育総務課 ○若葉小・高台小の大規模改修工事 
 ５月：契約 

＊工事は夏休み中に普通教室及び屋 
内体育館の改造を行う。 

 

○夏休み中に普通教室完了（若・高） 
○9/20 高台小の屋体完了 
○2 学期以降、特別教室などを改造 
 

○10/上 若葉小の屋体完了 
○2 学期以降、特別教室などを改造 
 

○若葉小・高台小とも工期は 2/29 

学校医等の
嘱託 

学校教育課  
 
 
 

  ○11 月：医師会等へ依頼 
 

○H24.1 月：医師会等へ文書依頼 
○H24.2 月：学校医等の決定 
○H24.4 月：学校医等の委嘱 

学校給食関
係 

学校給食ｾﾝﾀｰ ○スムーズな移行 
４月：学校、銀行、給食セで打合せ 
 

○6/27 学校、給食セ給食費徴収事務
打合せ 

○給食関係備品の扱いを調整 
○9/9 統合校（開校・閉校）の給食
備品確認 
 

○各学校ごと移動給食備品調整・確認
（移動等する給食備品表示） 
○11/14 学校、給食セ、銀行で事務 
打合せ 
 

○H24.3 月までに移動対象給食備品
にシール貼付、3/28～30 引越し 

表簿保管 学校教育課   ○2 学期中に保管室の決定 
 

○2 学期中に保管室の決定 
 

○引越しに合わせ、広葉小・緑陽小へ
搬入（３月） 

 

統
括
関
係 

統合準備会 
及び関連 
 

教育施策推進課 
学校教育課 
+協議事項担当
課 

○5/18 広葉若葉 教育目標案・校歌校 
○5/19 高台緑陽 章決定方法ほか 

○学校統合 NEWS(６月号)発行 
・団地内の小中学校・公共施設配布 
・自治会、町内会へ班回覧依頼 
○7/12 広葉若葉(通学路の安全対策) 
○7/13 高台緑陽(  〃  ) 
○学校統合 NEWS(8 月号)発行 
・団地内の小中学校へ配布 
 

○学校統合 NEWS(8 月号)配布 
・団地内公共施設配布 
・自治会、町内会へ班回覧依頼 
 

○10/5 高台緑陽 校章選考結果報告 
○10/7 広葉若葉 記念物展示 ほか 
○学校統合 NEWS(10 月号)発行 
・団地内の小中学校・公共施設配布 
・自治会、町内会へ班回覧依頼 
 

○Ｈ24.1.17 広葉若葉 経過と今後 
○H24.1.19 高台緑陽 開校式 他 
 
○Ｈ24.2/下 統合準備会（予定） 

４校校長打
合せ会議 

教育施策推進課 
学校教育課 

○3/29 各校区の準備状況 
○4/27 業務全体確認と担当など 
○5/31 記念誌・閉校周知看板など 
 

○6/27 閉校記念誌の状況など ○8/19 合同閉校式の企画概要など 
○9/12 ４校実務打合せ（教頭教務） 
○9/27 閉校記念品、記念誌用封筒の 
体裁など 
 

○ 必要に応じ逐次開催 ○12/8 合同閉校式後の予定など 
 
○ 必要に応じ逐次開催 

統合準備特
別委員会 
（両校） 

教育施策推進課 
学校教育課 

○4/28 代表者会議（広葉小で） 
○5/10 代表者会議（高台小で） 
○5/20 代表者会議（若葉小で） 
 

○6/9 広葉若葉全体会議（広葉小で） 
○7/7 代表者会議（緑陽小で） 
○7/11 広葉若葉全体会議（広葉小で） 

○9/1 代表者会議（広葉小で） 
○9/5 代表者会議（緑陽小で） 
○9/28 広葉若葉全体会議（広葉小
で） 

 ○12/20高台緑陽代表者会議（緑ヶ丘） 
○12/21 広葉若葉全体会議（双葉） 
○12/26 高台緑陽全体会議（緑ヶ丘） 
○２/各水曜 広葉若葉全体会議（双葉） 
 

行政手続 
 
 

教育総務課     ○12/16 石狩教育局へ学校設置届
及び学校廃止届を提出 


