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第６回 和地小学校・堀切小学校・伊良湖小学校統合準備委員会 会議録 

日時 平成 26年５月 28日（水）19時 00分～20時 15分 

場所 和地市民館 

出席者 委員（24名） 

小久保昌彦、高瀬 勲、小久保忠廣、荒木和人、間瀬康広、小久保善和、杉浦幹弥、 

糟谷芳伸、小久保正之、田中正規、太田聖子、間瀬和幸、島津 修、林 晶子、小久保

昌英、小久保久美子、尾澤明敏、大倉恭子、鵜飼亜由子、石橋梨恵、藤城信幸、丸井良

徳、河合正人、横田 威 

事務局（８名） 

前田教育部長、中村教育総務課長、三竹教育企画室長、山本学校教育課長、鈴木文化生

涯学習課長、冨田政策推進課長、永田文化生涯学習課主査、清水教育企画室主任 

欠席者 河合一成委員、河合俊英委員 

傍聴者 なし 

事務局 開会 

委員長 それでは、早速協議事項に入ります。 

協議事項１ 専門部会の協議の状況について、説明をお願いします。 

事務局 （資料１により説明） 

委員長 説明が終わりました。 

ただ今の協議事項について、ご意見・ご質問がございましたらお願いします。 

委員長 ないようですので、協議事項２ スクールバスについて、説明をお願いします。 

事務局 （資料２により説明） 

委員長 説明が終わりました。ご意見・ご質問がございましたらお願いします。 

委員 地元の人から、スクールバスのバス停のうち、堀切市民館は、堀切地区でも津波で危

険な場所だと言われました。 

事務局 大型バスが停車できる広い場所が他になく、この場所としています。 

委員 資料のうち、和地校区のＪＡスタンド跡地のバス停について、バス待合のための施設

とありますが、ＪＡに確認はできているのか。 

事務局 土地の借地について、農協内部では概ね了解を得ている。 

バスの待合やバスの停車位置等については、現場を見て調整中です。バスが事前に停

車しているので、待合が必要かどうかを含め検討させてください。 

委員長 ほかにご意見ありませんか。 

委員 堀切校区の停留所については、常光寺では道が狭く、堀切市民館だけとなったが、堀

切地区西側の遠方の子どもが堀切市民館まで歩くとかなり時間がかかる。堀切市民館か

らスクールバスに乗車して和地のＪＡスタンド跡地で降り、さらに和地小学校まで歩く

となるとかなり時間がかかる。 

西側のはずれの保護者に聞いたのは、スクールバスの集合時間によるとのこと。 

例えば、ピストン運転するなら、先に堀切市民館に 7時 20分集合で和地まで送り、小

塩津集落センターに戻って来て小塩津の子を拾い、８時に小学校に到着する時間配分で
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いくと、堀切地区の遠方の子どもは６時 45分ぐらいには家を出発しないと間に合わなく

なってしまう。小学校への通学時間が１時間を超えてしまうのは、時間がかかり過ぎる。

集合時間をずらすか、集合場所をもう少し近い場所に変更した方がいいと思う。 

事務局 人数は何人ぐらいですか。 

委員 そんなにたくさんはいないです。 

事務局 例えば、伊良湖のバスに乗車するとか、停車できるところがあれば停車する等では、

どうか。 

委員 その子どもは、堀切市民館に行くより、逆に日出集会所に行く方が近い状況です。 

事務局 以前も、バス停の位置については、フラワーパーク跡地という話があった。国道 42号

線沿いを通るよりその方が安全かもしれませんね。 

委員 日出集会所とフラワーパーク跡地では、距離が近いので、近距離で停車するのはどう

かといろいろ考えていました。もちろん保護者の方は、頑張って歩かせるとは言ってい

ましたが、歩くにしても集合時間が早すぎると思う。 

遠方の子が乗る堀切市民館バス停への集合時間を、例えば７時 45分ぐらいにするなら、

７時ぐらいに家を出発すれば間に合うので、集合時間を配慮していただきたい。 

乗降時間も子どもがたくさん乗車すれば変わってくる。 

事務局 集合時間は、まだはっきりしていないので、考えていきたいと思います。 

委員 交通指導員の配置はどうですか。 

事務局 現在、協議中です。 

委員長 では、スクールバスの集合場所と集合時間の件の検討をお願いします。 

ほかにございませんか。 

ないようですので、協議事項３ 児童クラブ（放課後子ども教室）について、説明を

お願いします。 

事務局 （資料３により説明） 

委員長 放課後子ども教室の説明が終わりました。 

ご意見・ご質問がございましたらお願いします。 

委員 定員が 30名を超えたらどうなりますか。 

事務局 例えば、定員 30名のところ 40名希望があった場合は、超過人員 10名あたり１名の指

導員を追加配置して、指導員４名の常時３名体制での対応も可能です。ただし、定員 30

名を基準としていますので、受入施設の規模により、子ども１名あたりの面積を計算し、

定員の上限を決定していきたいと思っています。 

委員 習いごとをやっている場合、放課後子ども教室の途中で帰宅することも可能ですか。 

事務局 通塾等も認めています。その場合、事前に保護者から指導員に通塾する時間帯等を申

し出ていただきます。ただし、保護者の責任の範囲で通塾していただくことになります。 

委員長 ほかにございませんか。 

ないようですので、協議事項４ ＰＴＡ部会からの報告をお願いします。 

部会長 （資料４により説明） 

委員長 説明がありましたが、ご意見・ご質問がございましたらお願いします。 
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委員 １点お願いします。地区で説明する際に根拠がわかれば説明しやすく、納得してもら

えると思うので。児童が在籍していない家庭の徴収金額 1,300円の根拠は。 

事務局 ３校区のうち、堀切地区が最低金額であり、その 1,300円に合わせている。 

委員長 これまでの和地小、堀切小、伊良湖小の協力金額の総額よりも低く抑えているという

ことですね。 

部会長 次に、和地小学校の施設見学会についてお知らせします。 

夏休みに２回実施予定です。８月４日（月）、８月 25日（月）の 13時 30分から 15時

まで、和地小学校の校舎、体育館、運動場、裏山の見学をしていただき、校長、教頭で

案内する予定です。参加希望をとり、調整し検討していきたいと思います。 

対象は、堀切小、伊良湖小、伊良湖岬保育園に、和地小の保護者を含めた方を考えて

います。 

そのほか、ＰＴＡ部会において、６月 16日（月）19時から堀切市民館で３業者による

コンペを実施し、冬の体操服を決定します。以上で、夏冬体操服、ヘルメット、体育館

シューズ、上履き等が決定します。こうしたものを、２学期のＰＴＡ総会で提示し、承

認を得たいと思っています。 

委員 和地小学校の見学会について、詳細は。 

部会長 詳細は未定なので、日程のみのお知らせです。 

委員 各自治会の方にお聞きします。 

ＰＴＡ会費は、伊良湖岬小学校ＰＴＡ細則第３条４項に、「会費は、原則として５月末

日までに納入する」とあるが、堀切小では、現状、毎年６月第３金曜日を期日にしてい

る。納入期日は、６月の方がいいのか、現状、５月の方がいいのか。 

委員 学校としては、できるだけ早い方がいいと思う。 

事務局 子どものいる家庭の分が５月末に徴収できれば、地区協力金の徴収時期は５月末でな

くても運営に支障はないと思う。 

ＰＴＡ細則第３条での会費は、児童が在籍する家庭と教職員からの会費について納入

時期を定めているもので、地区協力金の徴収時期は決めていないので、そういう考え方

でいいと思われます。 

部会長 地区協力金の納入時期が一部遅れるという考え方ですね。 

事務局 いいです。 

委員 徴収方法は。 

部会長 児童のいる家庭は子どもを通じて徴収している。 

委員 徴収時期を５月末とするなら来年の役員に申し送らないといけない。 

委員 伊良湖校区では、伊良湖地区、日出地区により徴収方法が違うので、この場で決めず、

校区で一度検討していただいた方がいい。 

部会長 事情だけ教えてもらえれば、あとはＰＴＡの方で検討してもいいと思う。 

委員 伊良湖校区は、児童がいる家庭は子どもを通してＰＴＡ会費を納入しています。小学

校に在籍していない家庭は、自治会等が中心に地区協力金を徴収して納入する方法にな

るのではないか。 
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現状は、子どもがいる家庭、子どもがいない家庭にかかわらず、伊良湖岬中ＰＴＡ会

費、伊良湖小学校ＰＴＡ会費、自治会費、総代費等を一律引き落としているため、来年

からはＰＴＡ会費だけ全体の引き落としからはずしていくのかなと思う。 

委員 あと、２学期中に各小学校で臨時ＰＴＡ総会の開催を決定してもらいたいので、学校

行事で保護者が集まる行事に合わせて臨時総会を開き、ＰＴＡ会則の承認をお願いしま

す。４月の入学式以降、設立総会を開催予定ですので、よろしくお願いします。 

委員長 ＰＴＡ会費の徴収方法等につきましては、この場ですぐに決定できないので、ＰＴＡ

部会で改めて検討してください。 

ほかにはいいですか。 

次に、協議事項５ 教育課程部会からの報告をお願いします。 

部会長 （資料１により説明） 

委員長 ただいまの報告につきまして、ご意見・ご質問がございましたらお願いします。 

委員 来年度のユニフォームはどうするのか。 

部会長 来年度からのユニフォームですが、田原市仏教会岬支会から３校に 10万円ずつ寄付を

いただきました。 

以前の計画では、１着１万円で 40 着、計 40 万円を用意したいとの話でした。３校の

合計 30 万円の寄付をユニフォーム代の一部にし、残り 10 万円について、今年の３校の

ＰＴＡ会費から何とかしていただければ、今年度中にユニフォームを揃えることができ

ると考えています。 

現状、３校の体育主任にどんなユニフォームにするか投げかけをしています。 

先日、陸上競技大会があったので、他校のユニフォームを撮影し、今後相談していく

予定です。決定は学校に任せていただきたいと思います。 

委員 任せたいと思います。 

委員 ユニフォームですが、出来れば目立つ色がいいです。 

部会長 努力します。色は、任せていただければと思います。 

委員長 ほかにございませんか。 

ないようですので、協議事項６ 地域部会からの報告をお願いします。 

委員 （説明） 

委員長 説明が終わりました。 

ご意見・ご質問がございましたらお願いします。 

委員 閉校記念のリーフレットやクリアファイル作成の予算は。 

事務局 市の方で閉校記念誌用として各校 50万円、合計 150万円用意しているので、その範囲

内で考えています。 

委員長 ご質問がございましたらお願いします。 

委員 開校式の内容は。 

事務局 開校式に関しては、具体的に何も決まっていません。 

開校式の開催時期ですが、４月早々では、学校も大変だし、地域の方も自治会の方も

大変だと思います。 



平成 26年 5月 28日（水） 
 

5 

 

伊良湖岬小学校のスタートにあたった開校式です。 

４月早々にやるのか、４月下旬にやるのか、ゴールデンウィーク後、少し落ち着いて

からやるのか、時期、対応については、今後ご相談したいと考えています。 

委員 ＰＴＡ部会としては、４月頃に設立総会を考えているのですが、新しいＰＴＡの発表

や承認はどこでしますか。 

事務局 ＰＴＡ総会の時期や対応は、また相談します。 

委員長 ほかにございませんか。 

ないようですので、協議事項７ その他 小学校建設仮配置案について説明をお願い

します。 

事務局 （資料５により説明） 

委員長 説明が終わりました。ご意見・ご質問がございましたらお願いします。 

委員 中学校の移転の話は進んでいるのか。 

事務局 まだ協議中です。 

委員 運動場の基本は、40メートル大きくして 200メートルとしてもいいと思う。 

委員 縮尺は同じですか。 

事務局 概要をお知らせするためのもので、厳密ではありません。 

委員長 小学校と中学校と共用だと抵抗があるということで、この配置図なら共用せずに使用

できる。 

事務局 今までの協議の中で、フル装備でないと理解が得られないと感じています。 

委員長 そのほか、ご意見ございませんか。 

本日、決定事項はございませんが、ご意見をいただきました。 

事務局 （追加資料により説明）伊良湖岬小学校の教室配置図 

委員 和地小学校のトイレと流しが少ないと聞いた。 

給食後、本館２階の流しに全員集まって歯磨きをしているのか。 

委員 和地小学校の流しですが、本館２階に流しがあり、現在、渡り廊下を使い新館等を利

用しながらやっている。 

委員 検討した結果、５年生の階段付近に流しを増設する予定です。 

委員 トイレが足りないのではないですか。 

委員 最初の年は約 180 人ですが、それ以降児童数は減少していきます。このトイレで使っ

ていただくしかない。ただ、新館に結構トイレがあります。 

屋外トイレは、閉鎖中です。 

委員  校舎の中で子どもが使用するだけでも、トイレが少ないと思う。 

事務局  トイレに関しては、学校側と相談させてください。 

委員長 ほかにございませんか。 

ないようですので、本日の協議事項は、全て終わりました。 

次回の開催日程については、６月 25日(水)午後７時から和地市民館で開催します。 

ご協力ありがとうございました。 

 


