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第９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９月３日（水）19時00分～20時28分 

場所 和地市民館 

出席者 委員（26名） 

小久保昌彦、高瀬 勲、小久保忠廣、荒木和人、間瀬康広、河合一成、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、河合俊英、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（５名） 

前田教育部長、中村教育総務課長、三竹教育企画室長、鈴木文化生涯学習課長、清水

教育企画室主任 

欠席者 なし 

傍聴者 ３人 

事務局 開会 

委員長 （委員長あいさつ） 

委員長 それでは、早速報告事項に入ります。 

報告事項１ 歴史・伝統の保存について、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。ご意見・ご質問がございましたらお願いします。 

委員 かなりの量がある。展示された後、最終的にはどうするのか。 

事務局 博物館か渥美郷土資料館に収蔵していく予定です。 

委員 持ち主に返却するものはありますか。 

事務局 持ち主から依頼があれば返却するのかなどは相談になります。 

委員長 ほかにございませんか。 

次に、報告事項２ 閉校記念式典について、説明をお願いします。 

事務局 （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。 

委員長 小学校で実行委員会を立ち上げます。 

式典内容の詳細はまだ決まっていません。 

委員 式典の内容が決まったら、学校からの連絡でいいですか。 

事務局 いいです。 

委員長 ほかにございませんか。 

次に、報告事項３ 和地小学校見学会及び意見交換会について、説明をお願いしま

す。 

事務局 （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 事務局で提案していた趣旨は達成できましたか。 
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事務局 こちらで考えていた学校の目標や校訓につながる意見は、あまり出ませんでした。

学校生活への質問や感想などが多かった印象です。 

委員 和地小学校見学会でいろいろな意見が出たと聞きました。 

良い意見や改善点は、参加者以外にも周知を図るべきだと思います。 

事務局 わかりました。 

委員 ８月４日の見学会に参加しました。私が参加したグループでは、和地小の非難を受

けました。なぜ、和地小に移転することになったのか経緯を知らない人もいた。 

何かを作り上げていく雰囲気ではなかった。 

事務局 ８月 25日の見学会では、そういう意見はほとんどなかったです。 

委員 統合準備委員会で協議した内容が地域の人に周知されていない。なぜ和地小学校に

なったのかという意見が出ることもそうです。 

統合準備委員会だよりなどで、全員に伝わるようにしてほしい。 

事務局 統合準備委員会だよりで周知を図りたいと思います。 

委員長 ほかにございませんか。 

次に、報告事項４ 仏教会岬支会からの寄附について、説明をお願いします。 

事務局 （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。 

委員長 ほかにございませんか。 

次に、報告事項５ 統合準備委員会の進捗状況について、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 教育課程部会から補足します。 

１、校訓、教育目標は、子どもたちの考えや８月４日、25 日の和地小見学会の意

見を参考にして、教員で話をして２学期中に原案を作成予定です。 

２－③、阿南交流は、継続実施です。 

３事前交流会の①社会見学は、３年生が 10月に予定しています。 

②校外学習は、合同体育の実施について９月終わりか 10月初めで日程調整中です。 

③交流事業は、１年生と４年生が２学期中に実施予定で日程調整中です。 

４、部活動については、以前、180人の全校児童のうち４、５、６年生が約 100名

になります。全員一緒に一つの部活動をするのは、子どもの活動量や楽器数を考慮す

ると学校サイドでは行えないと話しています。 

全員同一部活動をやるには、今の学校規模であれば対応可能で魅力もあります。 

ただ、児童数が 100名を超えると、プールや陸上、バスケットなど、試合に出る子、

出ない子など、それぞれの活動量を考えたときに、全員同一部活動は無理だと考えて

います。 

８月４日、25 日の和地小学校見学会の際に、私から部活動の話をするのは控えさ

せていただきましたが、そういう方向で考えていると御承知おきください。 

ただし、女の子が非常に少ない学年があり、陸上や水泳のリレーが組めない状況に
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なると聞きました。その件の対応は、来年度考えていきたい。 

現状、部活動は、運動部か音楽部に分かれる予定ですので、４、部活動の①活動方

針は、専門部活動の予定です。 

次に、②ユニホームは、３つほど候補を決める段階です。決まり次第報告します。

目立つ色がなく苦慮しています。ユニホームの購入予算は、仏教会岬支会からの寄附

の３小学校分 30万円と、不足分はＰＴＡから補助する予定です。 

５、備品の整備は、夏休み中に和地小学校の不要な備品を処分しました。 

堀切小学校や伊良湖小学校から和地小学校に持っていくものの整理をしました。例

えば、堀切小学校の放送設備の調整卓が新しく使用しやすいと思ったのですが、業者

に頼まないと和地小学校で接続できるのか、運搬にいくらかかるのか分からない。 

また和地小の図書室のエアコンがなく、伊良湖小の図書室のエアコンを和地小に移

動可能なら、移動して使用したいという話が出ています。これも業者に依頼し、少し

でも快適になるようにと思って備品リストを作成し、市の予算も活用したいと思いま

す。 

ただし、細かな備品の移動は、３月の春休みに３小学校ＰＴＡに何とか協力しても

らいたいと思っています。 

７、文書の保存についても、保管場所の目途がついてきた状況です。 

８、学校図書館については、夏休み中に古い本の廃棄を終えました。 

各学校の学校図書館は、１月末に３校とも閉館し、本や棚の移動を進めます。２月、

３月は、学校図書館の利用ができないので、移動図書館を利用し、渥美図書館にある

本を各学校にまとめて貸してもらい、子ども達の本の継続利用をできるようにしま

す。 

９、学校予算については、来年度予算の要望を教育委員会と相談しながら進めます。 

それから、10月に就学時の検診、２月に体験入学があります。 

10 月の就学時検診は、３小学校それぞれで行います。使用する書類は３校の教務

主任で現在調整中です。 

２月の新１年生の体験入学は、和地小学校で行う予定です。 

また、８月４日と８月 25 日の和地小学校見学会では、各学校の行事の素晴らしさ

を保護者が語っていました。ただし３校の行事全てを行うことは、とても時間的に足

りません。共通する行事は原則継続実施予定ですが、各学校独自の行事は見直してい

かなければいけないと思っています。 

もう１点、「１年生から６年生までの縦割班をぜひ残してほしい」という意見を伺

いました。１グループ 15 人程度の班だと各学年が揃い、６年生がリーダーとして活

躍できる人数だと思います。180人の児童を 15人グループに分けると 12グループに

なります。学校の教員数は 11人から 12人で、なおかつ担任は７、８人ぐらいと考え

ると、12 グループ全ての班に担任がつけない状況です。現状の縦割班の活動全てを

継続するのは無理がありますが、そういう中でも縦割班をやる価値があると思ってい

ます。 
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またご意見等があればお聞かせください。よろしくお願いします。 

委員長 次に、報告事項６ 学校年間行事計画について、説明をお願いします。 

委員 （資料３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 

 

８月４日と８月 25 日の和地小学校見学会で、ＰＴＡの方は、自分の学校の良さは

分かるが、他の学校の様子が分からない印象でした。各学校の行事の良さを語っても

らうのも大事だが、やれるかやれないかの判断は難しい。 

まず、ＰＴＡ部会で学校の活動を一度話してもらいたい。例えば、和地小では「親

子裏山草刈り」が春と秋にあり、これは大変な作業です。行事の大変さがあって子ど

もが成長しているのも分かるのですが、大変さも含めて、和地の方は堀切・伊良湖の

ＰＴＡに伝えてほしい。情報交換した上で、来年度の行事の実施有無の判断をしてい

ただきたい。 

以上が、和地小学校見学会の感想とお願いです。 

委員長 十分な情報交換をお願いします。 

委員 各部会の協議事項は、事務局から最初に提案されたものです。せっかく統合準備委

員会で各団体が集まっていますので、ほかに何か新しい項目があれば、提案をしてほ

しい。まだ課題が残っているのではないかと思います。 

委員長 皆さんも課題があれば出してください。 

委員 校章・校歌など、前倒しで対応できるのではないか。 

事務局 来年度に対応予定です。 

委員 来年度、校章、校歌はいつ作成するのですか。 

事務局 いつ誰が決めるのかが見えないということですね。 

委員 来年度の運動会までに、半袖、半ズボンの体操服を揃えると聞きました。 

委員 新しい体操服は、移行期間を設けて対応することに決定しています。 

具体的に運動会までではなく、買い替えるときまでとしています。 

委員 体操服を支給している学校はありましたか。 

事務局 東三河教育事務所に確認したところ、東三河管内では支給しているところはないと

聞いています。 

校章・校歌は、予算も必要になりますので、来年度準備します。 

委員 堀切校区の市民館までの県道のグリーン舗装は、いつ補修されるのか。 

委員長 市の担当課に依頼している。また確認します。 

委員 和地も要請はしていたが、今まで全然対応していただけなかった。 

駐在からグリーン塗装してあったが、塗装されていない場所もある。 

来年度に向け対応してもらえるようにお願いしてある。 

委員 和地へ運搬する備品の量はどの程度ですか。 

委員 必要な人数や備品数はまだ分かりませんが、できるだけ協力していただきたい。 

委員 廃棄処分になる不要な備品はどうされるのですか。 
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委員 市の予算で購入したものですので、使用できるものは他の学校で使用します。 

事務局 不要なものは廃棄します。 

使用可能なもので、他の学校で使用しないものは、競売にかけます。 

委員 例えば、ピアノは。 

委員 ピアノは、現在、和地小学校にあるピアノの台数で足りています。 

ただし、和地・堀切・伊良湖小のうちどのピアノを使うかは検討中です。 

事務局 使用できるピアノがあって、他の学校で使用しなければ、市で競売にかけます。 

委員長 ほかにございませんか。 

次に、その他、何かありましたらお願いします。 

委員 堀切の放課後子ども教室は来年度からどうなりますか。 

開催場所は和地に決定ですか。現在の利用者が状況を知らないので、情報提供して

ほしい。もし和地になると遠くなってしまうので、心配している声を聞いた。 

事務局 現在は、３校区のうち堀切校区のみ放課後子ども教室を実施している。 

来年度は、３校区から参加者を募集します。場所は、旧和地保育園跡地を候補地と

している。実施場所は、児童が安全に徒歩で行き来できるところを基準にしている。 

参加人数は分かりませんが、放課後子ども教室終了後は、保護者の迎えが必要です。 

委員 場所はいつ決定しますか。 

事務局 秋から年内ぐらいが目安かと思います。 

委員 放課後子ども教室の開始にあたって、修繕箇所はないのですか。 

事務局 基本的に大きな修繕はないと思います。 

委員 募集時期は。 

事務局 来年１月から２月の予定です。 

委員 放課後子ども教室の詳細が決定したら、現在利用中の保護者に周知してほしい。 

事務局 詳細が決定した時点で周知します。 

委員 

 

放課後子ども教室についても、学校問題についても、窓口を一つにして情報を周知

してほしい。放課後子ども教室の希望人数も分からない状況で進んでいると思う。伊

良湖の方が預けるかどうかも分からない。堀切校区の方は近くにあった方がいいが、

津波が心配でそこには作れない。 

市役所できちんと協議してほしいと思う。見学会でも厳しい意見がありました。 

よろしくお願いします。 

委員 以前、堀切の保護者から質問がありました。 

高学年が部活動終了後に利用するスクールバスを、放課後子ども教室の子どもも利

用できないか。 

事務局 放課後子ども教室では、保護者のお迎えが原則です。 

委員 縦割班では教員が足りないと話がありました。 

統合時、教員数は増える可能性はないのですか。 

クラスが増えると、教員は増えると思いますが、プラスアルファはありませんか。 

事務局 統合時、クラス増に対応した教員数増とあわせて、追加の教員配置を県に要望して
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います。 

委員 副担任をつけるのは無理ですか。 

事務局 小学校１、２年生は、補助員がつく予定です。 

委員長 私から、その他で説明させていただきます。 

伊良湖岬小学校新設に伴う校区コミュニティ協議会統合について、報告します。 

（資料４により説明） 

・田原市の校区制に関する取扱方針 

「１校区、１校区コミュニティ協議会、１市民館とし、統合時の変化に対する緩和

策を講ずる」 

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

ないようですので、本日の協議事項は、すべて終了しました。 

次回は、１０月１５日（水）午後７時から、場所は和地市民館で開催したいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、第９回の会議を終了いたします。 

ご協力ありがとうございました。 

 

 


