
第 1 回 新通小学校分離新設校開校準備委員会

日時 平成 30 年 7 月 10 日（火）午後 3 時～

会場：西区役所健康センター棟 3 階大会議室 

次  第 

１ 開会の挨拶（教育総務課） 

２ 新通小学校分離新設校開校準備委員会組織について（教育総務課） 

３ 検討事項とスケジュールについて（教育総務課） 

４ 本委員会での検討結果の周知方法について（教育総務課） 

５ 校名アンケートの実施方法と校名候補の選定手順について（教育総務課） 

６ その他 

配付資料 

 資料 1 新通小学校分離新設校開校準備委員会 運営方針 

資料 2 新通小学校分離新設校開校準備委員会組織（案） 

 資料 3 委員名簿 

  資料 4  検討事項とスケジュール（案） 

 資料 5 開校準備委員会たより（見本） 

 資料 6 校名選考の手順について 

 資料 7 校名募集用紙 
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新通小学校分離新設校開校準備委員会 運営方針

平成３０年７月１０日

１ 名称

この会の名称を「新通小学校分離新設校開校準備委員会」とする。

２ 目的

（１） 新設小学校の円滑な開校に向け，地域と教育委員会及び関係機関が連

携して準備を進める。

（２） 関連する事項について，必要に応じて地域の意見を集約し，教育委員

会関係課等に意見を述べる。

３ 組織

（１） 会は，地域団体の代表者，教育関係団体の代表者，ＰＴＡで構成する。

（別紙の通り）

（２） 会の活動期間は，新通小学校分離新設校開校までとする。

（３） 会には，会長１名，副会長２名以内を置く。

（４） 会長は，会議の進行と委員からの意見を整理する。

（５） 副会長は，会長を補佐し，会長が欠けたとき，または会長に事故があ

る時はその職務を代行する。

（６） 会長は必要に応じて会の構成員以外の者をオブザーバーとして招集す

ることができる。

（７） オブザーバーは会の求めに応じ意見を述べる。

（８） 会議は出席者をもって構成・成立する。

（９） 会は任意組織とする。

（１０） 会の具体的な活動

① 校名，校歌，校章，校旗，通学路（交通安全施設を含む），開校事業

（式典，記念事業，備品整備，教育計画等），ＰＴＡ組織等の事項につい

て，教育委員会または地域の要請により，地域の意見を集約し，教育委

員会関係課等に意見を述べる。

② 会議出席に当たり，地域の意見の集約方法は各団体の代表に委ねるが，

検討事項によっては，地域アンケート調査の実施や関係団体の代表者会

議を開催することとする。

（１１） 会が必要と認める場合は，前項①・②について，自治会・町内会の

協力を得て，会報などにより概要を地域住民に周知する。

（１２） 事務局は，新潟市教育委員会教育総務課教育政策室に置く。

資料１



新通小学校分離新設校開校準備委員会組織（案）

各組織の役割分担

●安全安心部会　⇒
　通学路・子ども見守り隊

●地域連携部会　⇒
　PTA組織・規約・後援会
　積立金の扱い・PTA行事

●総務部会　⇒
　学校行事・体操着・学童保育
　地域教育コーディネーター
　教育課程・開校記念式典
　児童お別れ会　他

新通小学校分離新設校開校準備委員会

安全安心部会

総務部会

地域連携部会2名

5名

3名 10名程

3名程

5名程

5名

3名

4名
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学校教職員

地域連携部会

地域代表・

関係機関
保護者

2名 5名程 4名

合計10名 合計18名 合計12名



（別紙）　新通小学校分離新設校開校準備会委員名簿

NO 肩書 氏名 所属部会 所属団体

1 坂井輪中学校区まちづくり協議会　会長 梶原　宜教

2 坂井輪中学校区まちづくり協議会　副会長 橋本　浩一

3 坂井輪中学校区まちづくり協議会　事務局長 平井　孝志

4 大野藤山自治会　相談役 増井　弘之

5 槇尾新町自治会　会長 伊藤　幸雄

6 輪之内自治会　会長 市川　富夫

7 青葉台自治会　会長 石田　道子

8 若葉団地自治会　会長 石田　和雄

9 坂井自治会　会長 内山　健作

10 西坂井団地自治会　会長 小山　稔

11 上西坂井団地自治会　会長 松井　等

12 新通自治会　会長 相川　信良

13 ウィズプラザ新通自治会　顧問 船岡　征夫

14 新通南自治会　会長 小林　勉

15 新通地区民生委員・児童委員協議会　主任児童委員 大久保　智子

16 坂井輪中学校区青少年育成協議会　事務局長 原　明彦

17 新通小学校区子ども安全推進協議会　副会長 菊池　三男

18 新通小学校スポーツ振興会　学校開放主任 小林　由美子

19 新通小学校PTA会長 高橋　史明 地域連携部会

20 新通小学校PTA副会長 後藤　裕寿 安心安全部会

21 新通小学校PTA副会長 新田 玲美 地域連携部会

順不同・敬称略

地
域
の
代
表

教
育
関
係
団
体
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21 新通小学校PTA副会長 新田 玲美 地域連携部会

22 新通小学校　保護者 長　智久 安心安全部会

23 新通小学校　保護者 小林　雄介 地域連携部会

24 新通小学校　保護者 登石　将士 安心安全部会

25 新通小学校　保護者 渋谷　俊男 安心安全部会

26 新通小学校　保護者 頓所　明子 総務部会

27 新通小学校　保護者 小川　厚子 総務部会

28 新通小学校　保護者 加藤　嘉奈子 地域連携部会

29 新通小学校　保護者 難波　章浩 安心安全部会

30 新通小学校　保護者 三原　茂 総務部会

31 新通小学校　校長 伊比　宗宏 総務部会

32 新通小学校　教頭 野口　学 安心安全部会

33 新通小学校　教頭 早川　直美 地域連携部会

34 新通小学校　事務主幹 杉崎　貞雄 総務部会

35 新通小学校　教務主任 小黒　正彦 総務部会

36 新通小学校　生活指導主任 小栗　昌樹 安心安全部会

37 新通小学校　防災・安全主任 伊藤　史顕 安心安全部会

38 新通小学校　研究主任 山川　奈津子 総務部会

39 新通小学校　地域教育コーディネーター 岡崎　敬子 地域連携部会

40 新通小学校　地域教育コーディネーター 齋藤　靖子 総務部会

保
護
者

学
校
職
員



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

校名・通学区域

校舎・屋内体育館建設

外構･グラウンド整備

引越し・家具類搬入

新設小学校開校記念式典
新通小学校児童お別れ会

平成31年度平成30年度
検討事項

　新通小学校分離新設校開校準備スケジュール（案）

校舎建設

屋内体育館建設

外構・グラウンド整備

引越し家具･備品類搬

校名候補の決定 定例会報告・議会上程（条例改正）

資料４－１

（予算要求） 来賓・日時会場選定開校記念式典

児童お別れ会 検討・実施

新校舎内覧会予定

校歌 予算要求 納品

校章・校旗 予算要求 納品

教育目標・教育課程の編成

運動会の優勝旗・校印・体操
着・名札

. 納品

ＰＴＡ組織・規約・積立金の扱い

通学路・子ども見守り隊

意向確認 （制作作業）

（制作作業）

揮毫発注

（デザイン完成）

引越し家具･備品類搬

意向確認

定例会報告アンケート実施（素材探し）

アンケート実施（素材探し） 定例会報告

（制作依頼者選定）

作成

（制作依頼者選定）

校印発注 体操着・名札・優勝旗等発注

規約案・積立金の扱い検討 役員体制検討積立金の扱い提案 設立準備

（通学路安全対策要望書提出）
通学路継続検討

子ども見守り隊配置決子ども見守り隊確認・募集

体操着・名札デザイン検討体操着デザイン保護者アンケート

発注

ＰＴＡ事業の検討

（警察署が予算要求） （警察署へ要求結果確認）

（予算要求） 来賓・日時会場選定開校記念式典

児童お別れ会 検討・実施

新校舎内覧会予定



年間予定（案）

委員会 目安時期 次第 市教委 学校 総務部会 地域連携部会 安心安全部会

準備委員会
H30
5月上旬

・今後の検討事項
・今後のスケジュール
・準備会の人選

学校・ＰＴＡ総務会・コミ
協役員を訪問し、スケ
ジュール・検討事項を
説明し、委員の人選を
依頼

委員の人選 警察へ要望書提出（交
通安全施設）
→コミ協で対応

第１回
H30
7月10日

・組織（運営方針）
・今後の検討事項
・スケジュール
・部会
・決定事項の周知方法
・校名の公募（実施方
法）

・設置要綱説明
・今後の検討事項・スケ
ジュールを説明
・周知方法提案
・校名公募方法提案

第２回
H30
9月4日

・校名案絞り込み
・校名アンケート（投票）
実施方法・選考基準
（投票は9月中に実施、
10月中旬に集計）

予算要求
（校歌・校章）

校名候補の投票結果を
教育委員会10月定例
会で報告

新設校基本理念 新設校基本理念 PTA規約検討・積金・準
備金検討
（Ｈ31年4月の総会で頭
出し）

（警察が予算要求）
通学路・交通安全施設
（経過確認）

第３回
H30
10月下旬

・校名候補決定
（市教委へ報告。定例
会に上程）

市教委へ校名候補提
出。定例会へ報告。
（10月にその他報告。
11月定例会で協議会報
告、12月定例会で上
程）

体操着デザインアン
ケート実施

体操着、名札デザイン
学校行事（修学旅行、
自然教室予約）
新設校基本理念

ふれあいスクール検討
PTA規約検討・積金・準
備金検討
（Ｈ31年度4月の総会で
頭出し）

子ども見守り隊確認
通学路・交通安全施設
（経過確認）

第４回 H31.2月

（2月議会上程）
・校歌・校章の作成依
頼者報告（学校支援
課）
・アンケート（校歌・校章
素材探し。学校の理想
像）実施方法

条例改正（設置条例） 体操着デザインアン
ケート結果集計
児童・保護者へアン
ケート（校歌など）
教育目標
教育課程

体操着・名札デザイン
学校行事（修学旅行・
自然教室予約）
教育目標
教育課程

ふれあいスクール検討
PTA規約検討・積金・準
備金検討
（Ｈ31年4月の総会で頭
出し）

（警察予算内示？）
通学路・交通安全施設
（経過確認）

第５回 H31.5月

・アンケート（校歌・校章
素材探し。学校の理想
像）実施

（地域住民へアンケー
ト）
公印発注

地域と学校のパート
ナーシップ事業
地域教育コーディネー
ター
児童・保護者へアン
ケート結果集計（校歌
など）

地域と学校のパート
ナーシップ事業
地域教育コーディネー
ター
教育目標
教育課程

PTAの選出 警察に整備予定確認
通学路・交通安全施設
（経過確認）

校歌・校章進捗 アンケート結果集計 教育目標・教育課程・
学校行事（年間）

地域と学校のパート
ナーシップ事業

予算要求検討（ふれあ
いスクール）

子ども見守り隊につい
て確認

資料４－２

第６回 H31.7月

学校行事（年間） ナーシップ事業
地域教育コーディネー
ター

いスクール）
後援会検討
ＰＴＡ事業

て確認

第７回 H31.10月

校章素案
開校記念式典の検討
（日程・来賓など提示）
（教育課程・教育目標
提示）

校歌・校章素案決定 開校記念式典の検討
来賓の範囲
記念事業の検討
引っ越し物品選定

学校行事（年間）
開校記念式典の検討
お別れ会の企画

後援会検討
PTA役員について
ＰＴＡ事業について

通学路・交通安全施設
（経過確認）
子ども見守り隊依頼

第８回 H31.12月

校歌、校章決定
引っ越し

引っ越しの見積
体操着、名札、校旗、
運動会優勝旗販売業
者選定・発注
校歌・校章定例会報告
校歌の額発注
開校記念式典の検討

学級編成
引っ越し物品選定
学校行事（年間）
児童お別れ会
教育目標、教育課程
開校記念式典の検討
お別れ会の企画

学級編成・教職員配置
要望
学校行事（年間）
開校記念式典の検討
お別れ会の企画

PTA会費、後援会会費
の検討
PTA役員について
ＰＴＡ事業について
４月のＰＴＡ設置総会

通学路交通安全施設
整備状況確認セーフ
ティスタッフ配置計画

第９回 H32.2月

新校舎見学会 体操着・名札発注
開校記念式典の検討

学級編成
開校記念式典の検討
お別れ会の企画

学級編成・教職員配置
要望
開校記念式典の検討
各種検討結果の確認

各種検討結果の確認
４月のＰＴＡ設置総会確
認

各種検討結果の確認
通学路・交通安全施設
（経過確認）



 第２号 平成 2６年 12月 15 日 

発行：３小学校統合実行委員会 

統合校の校名案を決定しました 

 １１月１８日（火）午後 7時から潟東出張所において第２回の委員会を開催しました。 

【第２回統合実行委員会で確認したこと】 

１ 統合小学校の校名について 

  統合小学校の校名については、3 小学校に通う児童やその保護者、地域の皆さんから提案いた

だくこととして、先月に校名     

の公募を行いました。その

結果、177 件、50 種類の

校名が提案されました。詳

細は次のとおりです。 

この応募状況に基づい 

て、統合小学校の校名につ

いて協議しました。その結

果、ひらがなの表記を含め

ると、応募総数の 7割近くが「潟東」となっていることから、 

統合小学校の校名については  新潟市立潟東小学校  とすることを、

新潟市教育委員会に要望していくことを全会一致で決定しました。 

 ２ 統合実行委員会に置く部会について 

  統合実行委員会に、統合小学校の開校準備を行うため、次の 3 つの部会を置くことにしました。 

  ① 安全安心部会・・・青木潟東東小学校長を部長として、通学路や通学バス、セーフティスタ

ッフなどについて準備を進めます。 

  ② 総務部会・・・・・池上潟東西小学校長を部長として、学校行事、体操着、学童保育などに

ついて準備を進めます。 

  ③ 地域連携部会・・・伊藤潟東南小学校長を部長として、地域教育コーディネーター、ふれあ

いスクール、統合小学校の PTA 組織などについて準備を進めます。 

  ※上記 3 つの部会のいずれかに、統合実行委員会の委員が所属する他、さらに各小学校の保護者・

地域から 2名の応援をいただくこととしました。 

 ３ その他 

   各小学校から、閉校に向けた準備状況の報告がありました。 

  校名案 提案数   校名案 提案数 

１ 潟 東 １１４ ３ なかよし   ３ 

２ かたひがし   ５ ７ 潟東東南西   ２ 

３ 潟東総合   ３ ７ 潟東ゆめいろ   ２ 

３ 潟東中央   ３ ７ 鎧潟東   ２ 

３ 潟東はばたき   ３ ７  潟東ときめき   ２ 

統合に関する問合せ先：新潟市教育委員会教育総務課企画室 

(TEL:025-226-3178  FAX:025-230-0401  E-mail:somu.ed@city.niigata.lg.jp)  

(http://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/gakko/tekisei/index.html) 

校名公募の応募状況(50 種の全ては裏面に掲載)

資料５見 本



統合小学校の校名に応募のあった50種の提案（五十音順） 

（ ）内は同じ名前の提案があった数 

1 あすか(1)    2 潟東(114)    3 かたひがし(5)    4 潟東あいさつ(1)  

5 潟東あおぞら(1)   6 潟東あかるい(1)   7 潟東旧３校(1)   8 潟東きらりん(1)  

9 潟東けやき(1)   10 潟東三校(1)   11 潟東西南（かたひがしせいなん）(1)  

12 潟東総合(3)   13 潟東中央(3)   14 潟東ときめき(2)   15 潟東なかよし(1)  

16 かたひがしなかよし(1)   17 潟東にじいろ(1)   18 潟東西蒲(1)  

19 潟東のびゆく(1)   20 潟東はばたき(3)   21 潟東東(1)  

22 潟東東南西（かたひがしとうなんせい）(2)   23 潟東ひかり(1)   24 潟東方位(1)  

25 潟東みずほ(1 )   26 潟東三ツ星(1)   27 潟東みどり(1)   28 潟東南西(1)  

29 潟東三葉(1)   30 潟東ゆめいろ(2)   31 かたひがしよろいがた(1)  

32 潟東よろいがた(1)   33 潟東美里（みさと）(1)   34 きずな(1)  35 きらめき(1)  

36 さくら(1)   37 さくらだい(1)   38 実潟（みかた）(1)   

39 東西南潟東（とうざいなんかたひがし）(1 )  40 なかよし(3)   41 新潟潟東(1)  

42 のびゆく(1)   43 はばたき(1)   44 東西南潟東（ひにみかたひがし）(1)   

45 東西南みんななかよく(1)   46 ひかり(1)   47 ゆめいろ(1)   48 よろいがた(1) 

49 鎧潟東（よろいがたひがし）(2)   50 楽幸(1) 

たくさんのご応募、ありがとうございました。 

統合小学校の校舎について，地域の中で様々な憶測が出ていることから，統合実行委員会

の場で教育委員会に確認したところ，「地域の第一要望は新設・新築であり，そのことを踏

まえて教育委員会内で検討しているが，現在のところ，結論は出ていない。今年度末までに

は，地域に方針を報告できるように努力している」との回答がありました。 



校名選考の手順について 

時 期 内  容

平成 30 年

7 月中旬～

【校名案募集】

・新通小学校の全児童、及び新通小学校区内の地域住民へ校名案を募集

 児童：7 月 12 日から 24 日まで

地域：7 月 13 日以降配付、8 月 20 日が締切

 ※資料７参照

平成 30 年

9 月 4 日

（案）

【第 2 回開校準備委員会】

・第 2 回開校準備員会で校名候補案を絞り込み（10 案以内）

平成 30 年

9 月中旬～

【校名候補選考投票】

・新通小学校の全児童、及び新通小学校区内の地域住民へ、校名候補案の

投票を実施

児童：9 月 14 日から 9 月 28 日まで

 地域：9 月 14 日以降配付、10 月 12 日が締切

平成 30 年

10 月下旬

【第 3 回開校準備委員会】

・第 3 回開校準備委員会で校名案を決定

平成 30 年

10 月

～12 月

【教育委員会定例会】

・新潟市教育委員会定例会に付議（10 月定例会～12 月定例会）

平成 30 年

12 月

【新潟市議会】

・新潟市議会 12 月定例会文教経済常任委員会協議会へ報告（校名の決定）

平成 31 年

2 月

【新潟市議会】

・新潟市議会 2 月定例会に上程（小学校設置条例の一部改正）

資料６



      平成 30 年 7 月 日 

新通小学校児童及び保護者の皆様 

新潟市教育委員会 教育総務課 

児童数が増えた新通小学校を２つに分けるために、新しい小学校を作ること

になりました。そのため、新しい学校に名前をつけることになり、たくさんの

皆さんから募集
ぼしゅう

することにしました。

そこで、新通小学校に通っている皆さんからも、新しい小学校の名前を考え

てほしいと思います。お家の人とよく相談
そうだん

をして、みんなが仲良く学べるよう

な名前を考えてください。７月２４日(火)までに担任の先生に提出
ていしゅつ

してくださ

い。よろしくお願いします。 

【保護者の皆様へ】 

新潟市教育委員会では、新通小学校の全校児童から、校名を募集することにしました。校

名を考えることを通して、子どもたちが新設校に対して関心をもち、希望や期待をいだくようにし

たいと考えています。また、二つの学校の子どもたちが、互いの学校を大切にし、これからも仲

良くしていこうという心情を育てたいと考えています。校名を考える際の観点例を示しましたので、

お子様と話し合われる際の参考にしてください。 

(1) 新しい学校周辺の歴史と伝統を受け継ぐにふさわしい校名 

(2) 新しい学校周辺地域の自然環境や歴史・文化の特徴を表すような校名

(3) 新しい学校に通う子どもたちが夢や希望を育むことのできるような校名 

※1 校名候補は新通小学校区内の地域の方々（児童の保護者も含む）からも別途

募集し、「新通小学校分離新設校開校準備委員会」で意見をいただきながら決

定していく予定です。 

※2 この応募用紙は児童用です。回覧板で配布される地域用の応募用紙とは別に

応募することができます。 
※3 ご応募いただいた校名候補に関する一切の権利は新潟市教育委員会に帰属しま

す。 

問合せ先：新潟市教育委員会 教育総務課 牧・八木澤(TEL 025-226-3178) 

・・・・・・・・・・・・・・・ キ リ ト リ ・・・・・・・・・・・・・・・ 

新通小学校分離新設校 

校 名 応 募 用 紙（児童用） 

  新 小 学 校 名     提   案    理    由 

       小学校 

資料７－１
家庭数配付 



新通小学校区内地域の皆様へ 

新潟市教育委員会 教育総務課 

Ｑ．応募の方法はどうすればいいの？ 

Ａ．応募は任意です。応募したい方はこの応募用紙に校名案と提案理由を記入し、Ｆ

ＡＸで教育総務課にご提出いただくか、お手数ですが自治会長さんにお届けくださ

い。

電子メールでも応募できますので、メール本文に校名案と提案理由を記載し、教

育総務課のアドレスへ送付してください。

Ｑ．校名はどのように決まるの？ 

Ａ．新潟市教育委員会が校名案を広く募り、それを地域の代表者、教育関係団体の代

表者、保護者、学校職員で構成する「新通小学校分離新設校開校準備委員会」で検

討し、校名候補を絞り込みます。最終決定は新潟市教育委員会が行います。

Ｑ．だれが応募できるの？ 

Ａ．募集の対象は、新通小学校学区内にお住まいの皆さん、新通小学校の在校児童全

員です。児童の保護者も地域の住民として応募できます。地域の皆さんからの応募

は、1 世帯 1 通までとし、１通につき校名案は１つまでとさせていただきます。ま

た、小学生の皆さんには、学校を通して応募用紙を配付いたしますので、保護者の

方と一緒にお考えください。

Ｑ．応募の〆切は？ 

Ａ．ＦＡＸまたは電子メールの場合は平成３０年８月２０日(月)までに教育総務課へ

提出してください。 

自治会長様に提出する場合は平成３０年８月２０日(月)必着でお願いします。

Ｑ．選考の観点は？ 

Ａ．今回の募集は、広く校名案を募るもので、校名案を絞り込む際は、応募数の多さ

だけではなく以下の観点等も参考にして選考いたします。

①新しい学校周辺の歴史と伝統を受け継ぐにふさわしい校名 

②新しい学校周辺地域の自然環境や歴史・文化の特徴を表すような校名 

③新しい学校に通う子どもたちが夢や希望を育むことのできるような校名 

 ※ ご応募いただいた校名候補に関する一切の権利は新潟市教育委員会に帰属します。 

問合せ先：新潟市教育委員会教育総務課 牧、八木澤(TEL 025-226-3178) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・キ リ ト リ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

新通小学校分離新設校 

校 名 応 募 用 紙（地域用） 

  新 小 学 校 名     提   案    理    由 

       小学校 

資料７－２

FAX：０２５－２３０－０４０１ 

E-mail：somu.ed@city.niigata.lg.jp

全戸配付





   新教総第    号 

平成 30 年 7 月 日 

関係自治会長 様 

新潟市教育委員会 教育総務課 

課長 渡邉 剛 

新通小学校分離新設校の校名公募に係るお願い

盛夏の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、児童数の増加により教室等が不足していることから、新通小学校から

分離新設する学校の整備を進めております。新しい学校の開校に向けて、新潟

市教育委員会は、地域団体の代表者、教育関係団体の代表者、保護者、学校職

員からなる新通小分離新設校開校準備委員会を立ち上げ、様々な立場の方から

意見をいただきながら開校に向けた準備を進めることにしました。 

新しい学校の校名については、新通小学校の全児童、保護者及び新通小学校

区内の地域の皆様から候補案を公募することとしました。新通小学校区内にあ

るすべての世帯に、校名候補案についての応募用紙を配付したいと考えていま

す。つきましては、お手数をおかけいたしますが、下記のように校名応募用紙

の配付及び提出について、ご協力いただきますようお願いいたします。 

記 

１ 本日の配付物 

 (1) 校名応募用紙 班長を通じて全戸への配付をお願いします。 

 (2) 班長用封筒  班長が各戸から提出された応募用紙をまとめて収納す

る袋です。各班長にお渡しください。 

 (3) 班長宛依頼文 各班長にお渡しください。 

２ 応募用紙の提出手順 

応募は任意ですので、お手元に届いた封筒だけ下記の提出経路に沿って 

ご提出ください。 

提出経路：各戸→班長→自治会長→西区教育支援センター 

〆切日後の 8 月 21 日（火)までに班長様から提出された応募用紙の入った

封筒を、8 月 23 日(木)までに西区教育支援センターまでそのままお持ちくだ

さい。 

資料７－３ 

問い合わせ先 

教育総務課 牧・八木澤 

電話：２６０－３１７８ 



新教総第  号の２ 

平成 30 年 7 月 日 

 各班長 様 

新潟市教育委員会 教育総務課 

                  課長 渡邉 剛 

新通小学校分離新設校の校名公募に係るお願い

盛夏の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、児童数の増加により教室等が不足していることから、新通小学校から

分離新設する学校の整備を進めております。新しい学校の開校に向けて、新潟

市教育委員会は、地域団体の代表者、教育関係団体の代表者、保護者、学校職

員からなる新通小分離新設校開校準備委員会を立ち上げ、様々な立場の方々か

ら意見をいただきながら開校に向けた準備を進めることにしました。 

新しい学校の校名については、新通小学校の全児童、保護者及び新通小学校

区内地域の皆様から校名案を公募することとしました。新通小学校区内にある

すべての世帯に、校名候補についての応募用紙を配付したいと考えています。

つきましては、お手数をおかけいたしますが、下記のように校名応募用紙の配

付及び応募用紙の提出について、ご協力いただきますようお願いいたします。 

記 

１ 応募用紙の配付 

 (1) 校名応募用紙 全戸への配付をお願いします。 

   ※ 整理・集計などの必要はありません。 

２ 応募用紙の提出手順 

応募は任意ですので、班長様のお手元に届いた応募用紙だけを下記の提出

経路に沿ってご提出ください。 

提出経路：各戸→班長→自治会長→西区教育支援センター 

※〆切日 8 月 20 日（月)までに班長様に提出された応募用紙のみを 8 月 21

日（火）までに班長様が自治会長様までお持ちくださいますようお願いい

たします。 

資料７－４ 

問い合わせ先 

教育総務課 牧・八木澤 

電話：２６０－３１７８ 


