
項　　目 検討内容 今後の方針

校舎・教室等について

       (第２回～６回総務部会）

①普通教室の増設
教室数が普通教室で５教室足りないため、現在の普通教室や特別教室
等を仕切ることを含め検討したが、難しいことが判明した。外側への増築
について検討。
外側への増築であるプラスルーム物件について、業者からカタログ等の
情報を収集して検討。
（プラスルーム・・・２階建て・６教室・２トイレ、寒冷地仕様、耐震構造、エ
アコン、黒板、工期：６カ月、建築費：２億円程）

●プラスルームを建設する場所の地盤調査も検討。

●現在の校舎とプラスルームを接続できるかについて、庄内総合支庁の
建築課と業者に確認。
渡り廊下（１階建て＝６ｍ以上、２階建て＝１０ｍ以上）と防火扉があり、
耐火基準、内装、通行・運搬状況等が基準を満たしていれば接続できる
とのこと。

●プラスルームの視察
令和元年１２月２５日に、総務部会員５人、事務局３人の計８人で、山形
市立みはらしの丘小学校をのプラスルームを視察した。

 (第７回～９回総務部会） ●普通教室の増設箇所の構造種別ごとの検討
普通教室の増設箇所について、２階建て・６教室・２トイレというイメージ
で、木造、軽量鉄骨造（プラスルーム）、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の４
つの主要構造において、耐震性、空調効率、地元業者の活用、工期、耐
久性、間仕切りの可変性、遮音、オープンクラス、㎡当りの単価、坪当た
りの単価、工事費、総評という項目で比較した。
その結果、工期（６～７カ月）が短く、工事費用などの面から、軽量鉄骨
造（プラスルーム）の方向で主要構造を検討していくこととなった。

（　総務部会　）の内容、方針等　　　　　　（部会長：佐藤憲三、副部会長：松本猛）　　R4.6.3現在
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項　　目 検討内容 今後の方針

（　総務部会　）の内容、方針等　　　　　　（部会長：佐藤憲三、副部会長：松本猛）　　R4.6.3現在

 (第１０回～１３回総務部会） ●遊佐小学校校舎増築工事実施設計業務委託契約
　　（あべ建築設計事務所　　6,050,000円）

●遊佐小学校校舎増築工事に伴う地質調査業務委託契約
　　（新和設計㈱　　2,310,000円）
　　（土質ボーリング　３０m×１カ所、２０m×１カ所）

第１１回総務部会において、増築工事の設計内容について説明した。
（説明資料は今後への影響を考慮し回収した）

●遊佐小学校校舎増築工事
　　 (㈱高橋工業所　　202,400,000円）（工期　R3.7.1～R4.2.28）
     (建築確認申請は令和３年７月６日に確認済証交付）

令和３年度に校舎増築工事を完了し、令和４年度から使
用可能。

 (第１１回総務部会）
 (第１２回総務部会）

②給食調理室の検討
●現在の場所を拡幅する方法や他の場所で調理し運ぶ方法など、４つ
の案を示し検討した。他の小学校で使用している給食器材を運び入れる
ことや工事費等を考慮し、経費節減する方法を考えている。
（調理師の方々にも４つの案を示した）

経費だけでなく、調理師の方々の使いやすさも考慮し、４
つの案から１つにしぼり、設計を検討していく。

 (第１０回総務部会）
 (第１３回総務部会）
（第１５回総務部会）

●遊佐小学校調理室計画提案業務委託契約
　　（あべ建築設計事務所　　299,750円）

●遊佐小学校給食室改修実施設計業務委託契約
　　（あべ建築設計事務所　　299,750円）

●遊佐小学校給食室厨房機器等整備工事
（㈱高橋工業所   11,330,000円）（工期　R4.5.20～R5.3.31）

給食室については、令和３年度に実施設計を完了し、令
和４年度に工事を予定。
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項　　目 検討内容 今後の方針

（　総務部会　）の内容、方針等　　　　　　（部会長：佐藤憲三、副部会長：松本猛）　　R4.6.3現在

 (第１３回総務部会） ③昇降口の整備
昇降口に、靴箱、コート類、雨傘を置く場所を確保できるのか検討。

●遊佐小学校昇降口改修工事実施設計業務委託契約
　　（あべ建築設計事務所　　299,750円）

工事は令和４年度に実施予定。

 (第１０回総務部会）
 (第１３回総務部会）

④空き教室のエアコン整備
　遊佐小学校エアコン設置工事実施設計業務委託契約
　（有限会社水口建築構造設計事務所　　499,400円）
　（統合後に使用する空き教室のエアコン５カ所）

●遊佐小学校エアコン設置工事
　　 (㈱高橋工業所　　14,740,000円）（工期　R3.7.15～R3.11.30）

空き教室のエアコン整備については、令和３年度に工事
を完了し、その後、使用可能。

（第１５回総務部会）

⑤職員室等の整備
　遊佐小学校事務室等改修工事実施設計業務委託契約
　　（㈱伊藤建築設計事務所　　234,300円）

　遊佐小学校第2職員室整備工事
　　（協栄建設株式会社　3,740,000円）（工期　R4.5.20～R4.8.19）

　遊佐小学校教具室整備工事実施設計業務委託契約
　　（あべ建築設計事務所　165,000円）

　遊佐小学校教具室整備工事
　　（伊藤建設株式会社　2,750,000円（工期　R4.5.20～R4.8.19）

工事は令和４年度に実施予定。
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項　　目 検討内容 今後の方針

（　総務部会　）の内容、方針等　　　　　　（部会長：佐藤憲三、副部会長：松本猛）　　R4.6.3現在

駐車場について

　　  (第２回～４回総務部会）
　　　　 (第１２回総務部会）
　　　　 (第１３回総務部会）

令和４年度に用地買収を実施し、駐車場を整備する。

パイプライン移設工事の完了後に農地転用の手続きに移
行
令和４年５月２３日　遊佐町農業委員会から農地転用許
可

●駐車場予定地不動産鑑定委託契約
　　（石川不動産鑑定　　667,700円）

●遊佐小学校駐車場計画提案業務委託契約
　　（あべ建築設計事務所　　242,000円）

●遊佐小学校駐車場整備工事実施設計業務委託契約
　　（㈱出羽測量設計　　6,600,000円）
   (遊佐小学校北側町道拡幅工事の一部設計を含む）

駐車場については、令和３年度に実施設計を完了し、令
和４年度に整備工事を予定。

⑥駐車場の確保
駐車場の確保について、小学校周辺に用地を求めることについて検討
し、小学校近くの田んぼを4000㎡ほど用地買収したと仮定して車の台数
を試算したところ、150台程確保でき、既存の駐車場71台分と合わせて、
計221台分確保できる。
現在の小学校の児童数における世帯割合から試算した駐車場の最大必
要台数が、先生方の駐車場の最大43台分を含めて、405台分とみた。
221台／405台＝54.6％の駐車場は確保できる。

●現在、バスがターンをしている区画には、プラスルームの建設を検討し
ている。

●用地の確保について、田んぼの場合、農業振興地域の除外申請と農
地転用等の手続きの必要があるが、最低でも６カ月程かかるとのこと。

●農業振興地域の除外は、令和３年１０月４日に完了。

●遊佐小学校駐車場予定地パイプライン移設工事
　　(㈱斎藤工業　　7,370,000円）（工期　R3.12.24～R4.2.28）
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項　　目 検討内容 今後の方針

（　総務部会　）の内容、方針等　　　　　　（部会長：佐藤憲三、副部会長：松本猛）　　R4.6.3現在

スクールバスについて

　　   (第７回総務部会）
       (第１３回総務部会）

⑦スクールバス
小学校統合後のスクールバスについて、小学生と中学生の混乗というこ
とで乗車人数を試算したところ、中型バス３台程が不足するため、それを
確保する必要がある。

●スクールバス駐車場舗装工事
　　（有限会社菅原建設　　2,420,000円）
　　（中型バス３台分の駐車場は確保可能）

●統合新小学校へのバスの進入ルートについて検討
新小学校へのスクールバスの進入ルートについて、４つの案を示し検討
したが、駐車場の用地確保の関係で変わってくる可能性もあり、結論が
出なかった。

駐車場の用地確保に合わせて、バスの進入ルートについ
ても検討していく。

●スクールバスの購入
　　Ｒ２年度：中型２台購入（30,481,360円）、マイクロバス１台廃車
　　Ｒ３年度：中型２台購入予定（34,425,220円）

徒歩区域、スクールバス区域については、ＰＴＡ部会で検
討中であるが、バス路線については、現在の８路線を基
準に、プラス４路線の計１２路線で検討中である。バス
は、大型３台、中型１０台の計１３台で整備中である。

校名について

　　  (第２回～６回総務部会）

⑧校名の募集
校名を募集すべきかについて検討し、募集することで、小学校の統合に
ついて、まだ知らない人への周知にもなるので、募集することには賛成
多数であった。

●（A案）全くの白紙から募集する方法と（B案）いくつか案を示してその他
も含めて募集する方法の２つがあがる。
（A案）の賛成者が４人、（B案）の賛成者が１１人であった。

●募集要項、選考基準を作成して協議し、公募した。

公募の結果、「遊佐町立遊佐小学校」ということで校名が
決定したので、今後、その周知を図り、他の検討事項にも
この校名を配慮していく。
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項　　目 検討内容 今後の方針

（　総務部会　）の内容、方針等　　　　　　（部会長：佐藤憲三、副部会長：松本猛）　　R4.6.3現在

校章について

　　  (第２回～４回総務部会）

⑨校章の募集
各小中学校の校章について確認した。
遊佐中学校や藤崎小学校は、それぞれその当時の先生が考えたが、今
回の校章については、チョウカイフスマを入れることを前提に募集するこ
ととした。

　　  (第７回総務部会） ●校章デザイン募集要項（案）、選考要領（案）の検討
遊佐町立小学校新校開校に係る校章デザイン募集要項（案）及び選考
要領（案）を検討し、令和２年８月１日から９月３０日までの期間で募集
し、その募集作品の中から新校開校準備委員会で１点を選定し、教育委
員会へ報告することとなった。

(第１０回総務部会）
 (第１１回総務部会）

●校章デザインの選考
校章デザインについて、遊佐町に縁のある県外の方や町内の方、児童
等も含めて、３２作品の応募があった。総務部会で選考した結果、１作品
が選定された。
その１作品が理事会で決議され、教育委員会に報告後、議決された。
令和３年３月６日に、校章のデザインの考案者（長谷川稔氏、鶴岡市在
住）への記念品の贈呈式が行われ、校章をあしらった木製の楯（制作：福
増建具店）が、教育長より贈呈された。

●選ばれた校章について、令和３年４月１日号の町広報に掲載し公表し
た。

校章について、教育委員会だよりや町のホームページ等
にも掲載し、周知を図っていく。
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項　　目 検討内容 今後の方針

（　総務部会　）の内容、方針等　　　　　　（部会長：佐藤憲三、副部会長：松本猛）　　R4.6.3現在

校歌について

　　  (第２回～４回総務部会）

⑩校歌の依頼
各小中学校の校歌について確認した。
誰かプロの方にお願いすることとなった。

　　  (第８回～９回総務部会） ●校歌制定要領（案）の検討
遊佐町立小学校新校校歌制定要領（案）について検討し、遊佐町立小学
校新校校歌制定委員会を設置して、数名の方に委員を依頼し、校歌の
制定及びその作詞家、作曲家の選定をしてもらうこととなった。

  (第８回～９回総務部会）
 (第１３回総務部会）

●遊佐町立小学校新校校歌制定委員会の設置
令和２年１０月２７日に準備会を開催し、遊佐町立小学校新校校歌制定
要領に基づき、委員６人による遊佐町立小学校新校校歌制定委員会が
設置されました。

●令和２年１１月２５日に第１回新校校歌制定委員会を開催し、作詞家、
作曲家に関する情報交換を行いました。そこで、「某タレント」の名前があ
がり、インターネット上のオフィシャルサイトを通じて、連絡をとってみるこ
ととなった。

●令和２年１２月８日、オフィシャルサイトを通じて、初めて所属事務所と
連絡を取った。

●作詞は「某タレント」ができるが、作曲は他の人との共作になるなど、
他の件も含めて所属事務所と８カ月に渡り交渉を行った。

●令和３年８月２日付けで、「某タレント」の校歌制作について、所属事務
所と契約を締結し、令和３年度中に校歌を制作してもらうこととなった。

●令和３年１０月１日に、「某タレント」と校歌制定委員会委員が、初めて
リモートで会議を行い、「某タレント」の校歌制作への思いを確認した。

7



項　　目 検討内容 今後の方針

（　総務部会　）の内容、方針等　　　　　　（部会長：佐藤憲三、副部会長：松本猛）　　R4.6.3現在

(第１４回総務部会）

（第１５回総務部会）

●令和４年１月２８日に、「某タレント」と校歌制定委員会委員及び教育
長、畠中裕之氏（町のガイド）が、リモートヒアリングを実施し、学校や町
の説明をした。

●令和４年３月７日に、第７回校歌制定委員会を開催し、「某タレント」の
制作した校歌のデモ版を聴きながら検討した。

●令和４年４月２５日に、第８回校歌制定委員会を開催し、楽譜、音源、
メッセージ動画を確認した。

公表時期について所属事務所と協議中

教育後援会について

 　(第１１回～１４回総務部会）

⑪教育後援会
新校開校準備委員会の会長からの要請ということで、各小学校の教育
後援会の合同調整会議を開催する。

●令和２年１１月１６日の遊佐小学校事務局との事前打合せの後、１２月
１８日に教育後援会合同調整会議の第１回を開催した。

●各教育後援会の新小学校におけるあり方の調査を実施。（R3.1.27）

●遊佐町立小学校新校開校に伴う「教育後援会」調整会議開催要綱の
設置（R3.7.15）

●・ 第２回調整会議（R3.7.15）・・・あり方に関する調査結果提示
　　　　　　　　　　　　　　             調整会議開催要項検討
                                            基本的な方針検討
        （新たな教育後援会を組織、事務局は遊佐小、持参金無し）
          規約案の原案作成の仕方・今後のスケジュール検討
   ・ 第３回調整会議（R3.9.30）・・・規約（案）、会費徴収（案）、活動内容
（案）、役員（案）検討
   ・ 第４回調整会議（R3.12.20）・・・規約（案）、会費徴収（案）、活動内容
（案）、役員（案）検討

原案を第７回新校開校準備委員会理事会で承認
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項　　目 検討内容 今後の方針

（　総務部会　）の内容、方針等　　　　　　（部会長：佐藤憲三、副部会長：松本猛）　　R4.6.3現在

同窓会について

 　(第１１回～１４回総務部会）

⑫同窓会
新校開校準備委員会の会長からの要請ということで、各小学校の同窓
会の合同調整会議を開催する。

●令和２年１１月１６日の遊佐小学校事務局との事前打合せの後、１２月
１８日に同窓会合同調整会議の第１回を開催した。

●各同窓会の新小学校におけるあり方に調査を実施。（R3.1.27）

●遊佐町立小学校新校開校に伴う「同窓会」調整会議開催要綱の設置
（R3.7.15）

●・ 第２回調整会議（R3.7.15）・・・あり方に関する調査結果提示
　　　　　　　　　　　　　　             調整会議開催要項検討
                                            基本的な方針検討
　　　　　　　（新たな同窓会を組織、事務局は遊佐小、持参金としては無
し）
　　　　　　　  規約案の原案作成の仕方・今後のスケジュール検討
　 ・ 第３回調整会議（R3.9.30）・・・規約（案）、会費徴収（案）、活動内容
（案）、役員（案）検討
　 ・ 第４回調整会議（R3.12.20）・・・規約（案）、会費徴収（案）、活動内容
（案）、役員（案）検討

原案を第７回新校開校準備委員会理事会で承認

見守り隊について

　　  (第１３回総務部会）

　　　（第１５回総務部会）

⑬見守り隊
●見守り隊（登下校の見守り活動）発足経緯と現状調査（R3.7）

●まちづくり協議会連合会で各まちづくり協議会の考えを意見聴取
（R3.8.30）

●まちづくり協議会連合会と校長会との打合せ会を実施（R4.3.25）

●見守り隊の方向性について確認
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項　　目 検討内容 今後の方針

（　総務部会　）の内容、方針等　　　　　　（部会長：佐藤憲三、副部会長：松本猛）　　R4.6.3現在

放課後の居場所づくりについ
て

  　　(第１３回総務部会）

　　　（第１５回総務部会）

⑭放課後の居場所づくり
●遊佐町立小学校新校開校に伴う児童の放課後の居場所づくり検討会
開催要綱の設置（R3.10.5）

●放課後児童クラブと放課後子ども教室の新校開校後のあり方につい
て
　　・ 健康福祉課・教育課での検討、事務局会議開催して検討
　　・ 第１回児童の放課後の居場所づくり検討会（R3.10.5）

●放課後児童クラブと放課後子ども教室の開設状況の理解
　　・ ニーズ調査（年長児童、１～４年児童対象）の実施と課題の洗い出
し

●第４回児童の放課後の居場所づくり検討会（R4.3.13）での報告内容を
確認

新校開校準備委員会理事会に報告予定

スクールカラーについて

　　  (第４回～６回総務部会）

⑮スクールカラー
PTA部会から、スクールカラーが決まらないと体操着の色が決められな
いという意見があった。

●スクールカラーについて総務部会で検討し、子どもたちを育む晴れわ
たる鳥海山や月光川の清流、湧水や日本海などをイメージした「青色」と
いうことで選定し、理事会で決定した。

スクールカラーが「青色」ということで決定したので、今
後、その周知を図り、他の検討事項にもこの色を配慮して
いく。

「青色」にもさまざまな色があるので、具体的な色合いに
ついては今後検討していく。

 (第１４回総務部会） ●スクールカラーの「青色」の具体的な色名を「シーブルー（Sea blue）」と
選定した。

原案を第７回新校開校準備委員会理事会で承認。

旧校舎の利活用について

　　  (第４回総務部会）

　
　　（第１５回総務部会）

⑯旧校舎の利活用

●企画課において、R4.1.28に第１回遊佐町小学校空き校舎利活用検討
委員会を開催した。

●企画課において、R4.4.22に関係課からのヒアリングを行った。

空き校舎利活用検討委員会及び町の決定による。
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