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第６回 伊良湖岬中学校統合準備委員会 会議録 

日時 平成30年10月24日（水）19時00分～19時39分 

場所 渥美文化会館 大会議室 

出席者 委員（26名） 

小久保正吾、木邨龍雄、齋藤末広、髙瀬哲二、藤井崇文、夏目由香子、小久保秀人、

藤井元大、山本充宏、渡會裕美、齋藤大介、中村昌博、真野多正、山本五夫、福田

佳子、井本知宏、中川初志、渡邉裕香、大藤 誠、田中啓介、清田大治、本多潤一、

渡邉宏光、小林琢、久瀬正弘、森下正敏 

事務局（10名） 

花井教育長、宮川教育部長、伊藤教育総務課長、杉田学校教育課長、大羽企画課長、

永井地域課長、矢野学校教育課指導主事、小久保教育総務課課長補佐兼係長、藤井

教育総務課技師 

欠席者 中尾利之委員 

傍聴者 １名 

 ≪事前の資料確認等≫ 

事務局 配布資料の確認 

 ・次第 

 ・資料１－１ 伊良湖岬中学校閉校記念式典について 

 ・資料１－２ 伊良湖岬中学校歴史・伝統作品一覧（案） 

 ・資料２－１ 平成３１年度福江中学校のきまり等 

 ・資料２－２ 平成３１年度 ３年生宿泊研修（案） 

 ・資料３ スクールバス運行検討図（案） 

 ・参考 これまでの経緯について 

 ≪開会≫ 

事務局 それでは、ただいまから第６回伊良湖岬中学校統合準備委員会を始めさせていた

だきます。 

この会議は公開としておりますので、よろしくお願いいたします。 

初めに、花井隆教育長からご挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。 

 ≪教育長挨拶≫ 

教育長 皆さん、こんばんは。 

だいぶ秋も深まり、いろいろな意味で実りがあるところかなというように思いま

すが、この会も、この間までは暑かったですが、涼しい夜に開かれるというところ

で、時の流れを感じているところでございます。 

先日、金曜日に豊橋で東海北陸のＰＴＡの大会がありまして、愛知県を代表して

亀山小学校のＰＴＡによる報告、発表がありました。蚕から糸をとり、卒業作品ま

で仕上げるとか、それからキャベツを一生懸命ＰＴＡで育てるといった活動が報告

されまして、皆さんから大変すばらしい活動だなということでお褒めをいただいて

います。そのようなことが金曜日にあったということで、私としても誇らしい部分
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があったかなというように感じました。 

今週、福江中学校に学校訪問で出かけたときに、玄関を入った右側、職員室前に

新しい制服が飾ってありまして、いよいよ４月が近くなってきたなということを実

感しております。 

今日は、先ほど資料の報告にもありましたように、たくさんの報告事項も含めた

議題がありますので、皆さんでいろいろな方面から意見を出していただきまして、

何とかうまくまとまっていければいいかなというように思います。今日もたまたま

月を見ると、月がだんだん丸くなってきてまして、この統合準備委員会も、いい形

で満月を迎えられるといいかなというように感じます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 ≪議事≫ 

事務局  ありがとうございました。それでは、議事に入ります。 

ここからの議事の取り回しは、設置要綱第６条に基づきまして、委員長にお願い

いたします。よろしくお願いします。 

委員長 失礼します。 

それでは、ここから私が会議の進行をさせていただきますので、どうか円滑な議

事進行に皆様のご協力をお願いいたします。 

今回は、前回からこれまでに各部会内において検討された事項につきましての協

議と報告を行ってまいります。 

全体の流れを事務局から説明をお願いします。お手元の参考資料には、第１回か

らの統合準備委員会及び各部会で話し合われた事項が載っております。これまでの

経緯について、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局 失礼します。 

お手元にお配りしました、参考という資料をご覧ください。 

先ほど委員長からもありましたとおり、今回の統合準備委員会では、前回以降に

開催されました各部会での検討事項につきまして、ここで決議を諮らせていただく

もの、また、その内容によっては報告をさせていただくものがございます。 

ここからは、各部会長に説明をしていっていただく形になりますが、各部会の資

料及びお手元の参考資料には、第１回からの各会の検討事項が載せてございますの

で、そちらも参考にしながら、今からの各部会長の説明をお聞きになって、協議等

をお願いしたいと思います。 

なお、ＰＴＡ部会につきましては、前回以降、部会は開催しておりませんので、

今回の報告からは省略をさせていただきたいと思います。 

以上、よろしくお願いいたします。 

委員長  それでは、各部会ごとに協議等を進めていきたいと思います。 

では、最初に、地域部会長から説明をお願いいたします。 

委員 それでは、お願いをします。資料１－１を、まずご覧ください。 

地域部会として、閉校式典につきまして、ここに書いてあるようなことを部会と
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して出させていただきます。 

期日は３月14日木曜日になります。14時の開会で、これにつきましては、修了式

の前で、できたら卒業式後、３年生の公立高校の入試が終了し、公立高校の合格発

表の前ということを考えて、この日にちでお願いしたいと思っております。 

次に、式典への参加者でありますが、前回の部会のときもいろいろご意見をいた

だきまして、その後、検討をさせていただいて、地区の方たちにもお聞きしながら

きました。 

市当局者ということで、このようにあげさせていただいております。このときに

は、議会も開催中だという話でありますので、これだけの方々が全て来られるかと

いうと、そういうわけではないというようにも思います。 

あと、校区関係者につきましては、伊良湖、堀切、和地の現コミュニティ会長、

また、前回の部会に出させていただいたのは、前校区コミュニティ会長２名という

ことでありましたが、もう１名、和地のコミュニティ会長が平成28年度の統合準備

委員会のときに委員長をしていただいておりますし、河合さんもお呼びしてという

ことで、３名というようにさせていただいております。 

また、旧渥美町校区のコミュニティ会長の方にも来ていただきまして、ぜひ見て

いただけたらということで、あげさせていただいております。 

部会で話題になったのが、自治会関係者ということで、今までの歴代の方はどう

だというようなお話をいただいておりますが、以前の自治会の会長にお聞きしたと

ころ、地域にも案内を配ってくれるので、いいのではないかと。自治会は１年ごと

でいくので、本年度の自治会長と代理でどうかなというお話をいただいたので、そ

のようにさせていただいております。 

それから、民生委員、保護司、青少年健全育成委員の方。老人会につきましては、

和地と伊良湖しかありませんので、お二人。あと、人権擁護委員等、ここに書いて

ある関係の方々に来ていただきたいというように思っております。 

学校関係者といたしましては、歴代の校長先生方と現教職員。もし希望があれば、

歴代の教職員の方々にもというようには思っております。 

あと、生徒卒業生ということで、本年度、３年生も含めまして101名ということに

なっております。あと、希望する卒業生の方たち。これは、地域にも回覧をさせて

いただいて、来ていただける方はどうぞということで、開催をしたいと思っており

ますので、このようにしてあります。 

あと、福江中学校と福江高校の校長先生や、関係をする先生方にも、ぜひご参加

をしていただけたらというように思っております。 

内容につきましては、ここに書いてあるとおりでありますが、開会の言葉、国歌

斉唱、実行委員長あいさつということで、小久保正吾さんにご挨拶をいただきまし

て、その後、式典あいさつということで、市長か教育長。 

あと、来賓紹介は、市議会の議長や議員の方にもお願いをするので、このように

していきたいというように思います。 
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校長あいさつ、生徒発表。この生徒発表というのは、今までの学校ができたとき

からの写真をスライドで出しながら、いろいろな子どもたちの思い、または校区の

思いということで発表させていただけたらというように思います。 

それから校歌斉唱、閉会の言葉というようなことを考えております。 

裏面をご覧ください。 

その後、少し休憩をしまして、多分、多くの方が来ていただけるということで、

折りたたみの椅子では足りないということで、生徒は教室にある椅子を使いたいと

思いますので、それを片づけて、そのあいたところで演舞の発表とわかたか太鼓を

して、最後に全校合唱を聞いていただいて、終わりたい。 

その後ですが、終わってから校舎見学をどうぞということでいきたいというよう

に思います。ただ、式典を14時開始でいきますと、全てが終わると16時ごろになる

のではないかというように思っていまして、時間的に苦しいこともありますので、

その後、29日までは私ども職員も学校にいるものですから、どうしても見たいとい

う方がいれば、来ていただければということで、案内はそのときにしたいというよ

うに思っております。 

教育総務課の話ですと、校舎を壊し出すのは５月途中でしたかね。５月いっぱい

でしたかね。夏前には壊し出すんでしたよね。 

事務局 はい。 

委員  ということですので、ほんのわずかしか校舎は残っておりませんので、もし見た

い方がある場合には、29日の金曜日までは職員がおりますので、見ていただけるよ

うなことを考えていきたいというように思っております。 

その他のところでありますが、この中で二つ目の黒丸の閉校の記念として、写真

や校歌を印刷したクリアファイル、あと沿革史等を載せたパンフレット、それとＤ

ＶＤも少し考えておりまして、10月18日に合唱祭をこのホールで行わせていただき

まして、全校合唱と校歌については録音もしてあるものですから、いろいろな行事

の関係の動画と、子どもたちの歌った全校合唱と校歌を入れてというように考えて

おります。 

あと、会場内には、思い出の写真やいろいろなものを、今までつくってきた縦割

り班、特徴ある取組みをしてきておりますので、そういうものを飾りたいというよ

うに思います。 

次の黒丸でありますが、「校区への式典関係の案内は、２月の回覧にて行う」と書

いてありますが、申し訳ありません、訂正をお願いします。１月、２月の２回、回

覧にて地域にはお知らせをしたいというように思っております。また、ホームペー

ジ等でもお知らせができるようにしていきたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

あと、当日の運営に関しましては、今のＰＴＡの方にいろいろ協力をしていただ

けるようにお願いをしております。 

あと、当日ですが、14時が式典の開始になりますが、その１時間前、午後１時か



5

ら臨時のＰＴＡ総会を開かせていただきまして、今年度はこれで終わりになります。

事業報告や会計報告等で締めて終わりたいというように思っておりますので、よろ

しくお願いをいたします。 

資料１－２をご覧ください。 

これが、今、学校にある、主だったものであります。 

ここで訂正があります。大変申し訳ありません。８番、９番のところの予定場所

でありますが、両方とも福江中学校でありますが、玄関と校長室が逆でありまして、

道家先生の絵が校長室で、大岡さんの絵をできたら玄関にかけていただきたいとい

うように思っておりますので、そのようなことで、今、考えております。 

まだ調整をしていくことばかりでありますが、できましたら今後、文化財課にも

見ていただきましたので、行き場のないものに関しましては文化財課でひきとって

いただけるという話でありました。 

また、閉校記念式典につきましても、細かいところで、いろいろまだ今後詰めて

いかなくてはいけないところがありますが、申し訳ありませんけれども、学校と校

区総代さんたちと相談をしながら細かいところを詰めていきたいと思いますので、

その点はご了承をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

以上です。 

委員長 どうもありがとうございました。 

ただいま地域部会長から説明がありました。何かご質問、ご意見はありますか。

では、お諮りします。 

地域部会での今の案に、ご異議ございませんか。 

 （異議なし） 

委員長  いいですか。 

 それでは、異議がないようですので、今の地域部会の案で進めてください。 

次に、教育課程部会について、説明をお願いいたします。 

委員 よろしくお願いいたします。 

資料２－１、２－２についてご説明させていただきます。 

福江中学校のきまり等です。 

これにつきましては、学習指導要領というものがありまして、それに従って学校

を運営していかなければならないので、福江中学校と伊良湖岬中学校の教員でいろ

いろ調整をしました。その結果、このようになりましたので、ご報告申し上げます。

生徒指導につきましては、校則については、ほとんど両校とも同じでありますが、

若干福江中学校のほうが厳しめのものがあります。ですが、基本的に大きな違いは

ありませんので、現福江中学校のきまりに合わせていきます。そのような形でいき

たいと思います。 

それから、持ち物ですが、今、伊良湖岬中学校で使ってきたものは、福江中学校

でも使っていけるようにしたいと思います。ただし、新たに購入する場合には、福

江中学校の規定があるものにつきましては、規定のものに合わせていただきたいと
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いう形になります。 

それから、３番目の靴下、靴、１年生が新制服になりますので、その中に着るベ

ストやセーターにつきましては、新しい制服に似合うものを今後決めていきます。

11月５日からの１週間、福江中学校では、福中コーディネートウィークというこ

とで、若干今の服装規定を緩めまして、靴下や靴も自由な形で子どもたちに履いて

きてもらいまして、どのようなものがふさわしいかという資料をとっていきたいと

思います。その上で、ふさわしい形を決めていきたいと考えております。それにつ

きましては、後ほどやらせていただきます11月22日の統合説明会の折には、はっき

り決まったものを提示させていただきたいと考えております。 

２番、生徒会です。 

平成31年度の前期生徒会、つまり平成31年４月から９月までの生徒会役員ですが、

統合してすぐの選挙になりますので、選挙につきましては両校が定数を決めまして、

統合前に選挙を行って役員を決めたいというように決めさせていただきました。 

各校で３月中に立会演説会、選挙を行います。現在、福江中学校の生徒会役員は

７名ですが、この平成31年の前期に限っては８名とさせていただきまして、福江中

学校が６名、伊良湖岬中学校が２名という形です。 

福江中学校の場合は、学年の人数が決まっておりますので、４名と２名にします。

伊良湖岬中学校のほうは、学年は問われていないので、新３年生のみになるか、ひ

ょっとしたら新２年生、新３年生、それは選挙の結果ですのでわかりませんので、

この形をとらせていただいております。 

３月18日月曜日に両校の当選者８名が集まって、その中で、会長から副会長、書

記、会計を互選で決めていくという形をとらせていただきます。 

伊良湖岬中学校の役員２名の学年がはっきり決まっておりませんので、３年生の

場合はどのようになるか、２年生と３年生で１名ずつの場合はどうなるかというこ

とを表の後ろに書かせていただいております。 

これにつきましては、既に決定をさせていただいて、生徒にも連絡済みです。生

徒は、このことを踏まえて今の平成30年後期の選挙等を行っておりますので、この

形でよろしくお願いしたいと思います。 

次に、生徒会の行事です。 

この表については、福江中学校と伊良湖岬中学校の主な生徒会行事を並べさせて

いただいております。大きなものは、伊良湖岬中学校のわかたか合宿なのですが、

これを福江中学校全校でやることは若干不可能な面もありますので、これについて

はできませんが、あとについては、ほとんど同じような内容のものが行われており

ますので、左にある福江中学校の主な行事を来年度に生徒会行事になりますが、行

わせていただきたいと思います。 

この中で多分、ハチポンって何だろうなと思いますが、鉢巻きとポンポンという

ものを体育大会で使うわけですが、これが全９色か10色ありまして、子どもたちは

何色がいいというのがありますので、この選択権を得るために生活を正していこう
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ということで、生徒会があいさつ運動や清掃運動を展開して、その中で優秀なクラ

スから順番にとっていくというようなことを毎年やっております。生徒会の活動で

す。そのような活動を来年もやらせていただきたいと思います。 

それから、ハロプロというのはハロープロジェクトで、あいさつ運動になります。

ＦＥＴというのは、福江中エンジョイタイムで、いわば中学生が行う全校お楽し

み会になります。そのようなことを行っていきたいと思います。 

卒感会というのは卒業生に感謝する会、三送会は３年生を送る会で、名前は違い

ますが、全く同じ、卒業を間近にした３年生への感謝の会ですので、中身はほぼ同

じだと考えております。 

裏面をご覧ください。 

今度は、生徒会ではなくて、学校側が行う学校行事です。 

これも同じように、福江中学校、伊良湖岬中学校を並べさせていただいておりま

すが、ほとんど同じような行事が並んでおります。 

修学旅行につきましては、以前提案させていただきましたが、５月にさせていた

だきたいと思います。 

体育大会と運動会は、名前が違いまして、若干内容も違いますが、体育大会の名

前で行わせていただきます。 

サンキュー福江というのは、全校縦割り奉仕活動を福江中学校で行っております。

これにつきましても、来年、実施させていただきたいと思います。 

11月の親子クリーン作戦につきましては、伊良湖岬中学校の５月の資源回収と同

じ内容のものですが、中身、それから実施方法、実施の可否につきまして、ただい

ま検討中です。これは、２月の前半に行う新入生説明会までには形を決めたいと思

います。実は、今日も業者をお招きして、どのような形ができるのか、どのような

問題があるのかを話し合わせていただきました。もし１回で行うと、段ボールが大

量に集まって処理できそうもないという、業者の方からの危惧がありまして、それ

をどのように対処していくかということをまた考えていきたいと思っております。

それから、立志歩行というのがありますが、福江中学校は２年生を対象に、日出

の石門から蔵王山の頂上まで、１日かけて歩きます。これが先ほどの生徒会行事で

ありました、わかたか合宿の中の歩行に対応するかなというように考えております

ので、伊良湖岬中学校の場合は、多分３年に１回、たくさん歩くのがあったと思い

ますが、福江中学校の場合は２年生のときに歩くということで、ご了承いただきた

いと考えております。 

次に、部活動です。 

合同チームにつきましては、今後勝ち上がっていった場合、平成31年にまたいで

大会がある場合には、合同チームを平成30年度からつくっていきたいと思います。

年度内に終わる大会につきましては、伊良湖岬中学校、福江中学校、それぞれで

参加するという形を基本としたいと思います。 

部活動のきまりにつきましては、部活動ごとにそれぞれ違いがありますので、そ



8

れぞれの顧問で話し合いました。伊良湖岬中学校が本年度まで使っていた練習着等

は、来年度、再来年度も使っていいようにしたいと思いますが、新しく買うときに

は、これは福江中学校と書いてありますけれども、新しい福江中学校がつくった指

定のものを買っていただいて、統一を目指していきたいというように考えておりま

す。制服やジャージにつきましては、なかなか統一は難しいのですが、部活動につ

きましては、統一しないと大会に出られないものもあります。これにつきましては、

新しいものに統一させていただくケースも出てくるかと思いますので、お願いした

いと思います。 

今後の動きですが、本日、統合準備委員会でお認めいただいた後、11月22日に、

今の現１年生、２年生の保護者・生徒への説明会を開きます。そして、２月７日に

新入生の説明会を開いていきたいと考えています。 

もともと地域部会に受入式というものがあったのですが、田原中学校と野田中学

校の場合は、受入式ということで実施しました。入学式の前の日に行ったのですが、

福江中学校の場合は、福江中学校と伊良湖岬中学校は同じような立場で統合してい

きたいというような形で、受け入れではなくて、新しい学校を出発させる、スター

トさせるということで、「出発式」という名前で、生徒の参画もたくさん取り入れま

して行いたいと思います。そのためには、入学式前は不可能なものですから、４月

の後半、まだ日程は決まっておりませんが、１時間程度、時間をとりまして出発式

を行いたいと考えております。 

以上、提案させていただきます。 

次に、資料２－２をご覧ください。 

修学旅行は先ほど言いましたように、統合して一月半で実施されますので、人間

関係等で心配があるということで、２年前からこの事前宿泊を行って修学旅行を迎

えたいということで、これは平成31年度、１回きりの行事になりますが、宿泊研修

を行いたいと思います。 

日程も決まりました。４月16日、17日の火曜日、水曜日の１泊２日です。 

場所は、休暇村伊良湖にしたいと思います。 

参加者は新３年生。来年は４クラスの予定です。教職員は８名。 

内容につきましては、エンカウンターというのは人間関係づくりを行う行事、そ

れからスポーツなどレクリエーション、そして校歌や福中賛歌という歌があります

ので、練習をしたり、夜には修学旅行の、例えばグループ活動の計画づくりのよう

なものも行えればと思っております。 

距離は近いので、２日間丸々というよりも、１泊１日のような、午後に出ていっ

て１泊しまして、次の日の昼くらいまでには帰ってきてというような形でいけばい

いかなというように考えております。 

負担につきましては、食費が生徒個人負担になりますが、宿泊費や移動のバス代

等は、市で負担をしていただく。統合予算でお願いをするということが決まってお

りますので、お知らせいたします。 
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以上です。 

委員長 ありがとうございました。 

ただいま教育課程部会長から説明がありました。ご質問、ご意見はございますか。

それでは、お諮りします。 

今の教育課程部会での案に、ご異議ございませんか。 

 （異議なし） 

委員長 では、ご異議ないようですので、教育課程部会の今の案で進めてください。 

次に、通学体制部会について、説明をお願いいたします。 

委員  通学体制部会の木邨です。資料３をみていただきたいと思います。 

 今年度、通学体制部会は、７月19日と９月28日に開催しました。昨年度、決定し

ましたバス３台での運行について、運行ルート、バス停の場所、運行方法などにつ

いて協議をしてきました。 

 １点目は、バスの大きさと便数につきまして、部活動の送迎を考慮しまして、大

型１台、中型２台。便数については、朝１便、帰りが、部活動のない子とある子で

２便を基本に決定しました。 

２点目としまして、運行ルートについては、西山地区についても遠距離通学の基

準となる概ね６キロメートルを超えていることから、伊良湖・日出地区のバスに乗

ることも検討いたしましたが、真野委員から、統合時については、西山地区はバス

に乗らずに今までどおり自転車で通学するとの回答をいただいたため、資料３のス

クールバス運行検討図に緑の点線で示したルートで、それぞれの地区で決定いたし

ました。 

３点目は、バス停について、和地・土田地区については、部会では、和地信号交

差点の現在伊良湖岬小学校がバス停として利用しているところ、または和地市民館

で、どちらにするか、地元と事務局での調整事項となっておりましたが、伊良湖岬

小学校が使用しているバス停でよいとの報告を小久保和地地区会長からいただき、

伊良湖岬小学校のバス停と土田集落センターの２か所。また、堀切・小塩津地区に

つきましては、小塩津集落センターにもバス停をとの意見もありましたが、出発時

間も早くなったり、津波等の心配から、常光寺、ほりきり広場、総体の３か所。伊

良湖・日出地区は伊良湖市民館１か所というように、地図で示した場所に決定いた

しました。 

４点目。乗車方法につきましては、中学校は小学校と違い、通学団での通学では

ないため、人員確認ができない、それから生徒の利便性などを考慮し、各地区の運

行ルート上であれば、乗車するバス停はどこでもよいということで決定をいたしま

した。 

５点目は、バスの運行につきましては、通学以外に、部活動での総合体育館への

送迎、それから学校活動や各種大会への送迎などについては、現福江中学校の生徒

も利用可能として、具体的な運行時刻や各種大会等での利用回数につきましては、

学校と事務局で調整をさせていただくことで了承をいただきました。 
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６点目は、バス停における駐輪場の整備につきましては、事務局からは各ルート

１か所の駐輪場整備の案が示されておりましたが、部会の話し合いの中で、各バス

停に駐輪場を整備するとの意見が多く、要望事項として引き続き検討していくとな

っております。 

また、スクールバス運行検討図にあります出発時刻につきましては、参考程度で、

業者決定後の試走や伊良湖岬小学校のスクールバスの発着時間等を考慮いたしまし

て、学校と事務局との調整により決定をさせていただくことで了承をいただいてお

ります。 

以上、報告とさせていただきます。 

委員長 ありがとうございました。 

ただいま通学体制部会長から説明がありました。何かご意見、ご質問はあります

か。 

それでは、お諮りします。 

通学体制部会での今の案に、ご異議ございませんか。 

 （異議なし） 

委員長  では、ご異議ないようですので、通学体制部会の案で進めてください。 

 以上、各部会から、これまでの協議結果について報告がありました。全体を通し

て、ご意見、ご質問はありますか。 

 ≪その他≫ 

委員長 それでは、ないようですので、その他というところですが、事務局から何か連絡

事項がありましたら、お願いいたします。 

事務局 委員長、ありがとうございました。 

これで、今後のスケジュールということで、今月が間もなく終わります。そうす

ると、あと４か月足らずということになってまいります。予定では、年明けの１月

下旬から２月上旬に統合準備委員会を開く予定でおります。何もなければ、そこが

最終の委員会という日程になりますが、その間も検討部会は、まだ詰めていくとこ

ろがある部会については開いてまいりますので、その中で急遽、皆様方にお諮りを

して決めていくものが出てくる可能性も多々あるかもしれませんし、そういった場

合には臨時で開催をさせていただく場合もございます。そのときには、またこちら

からご案内させていただきますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

こちらからは、以上でございます。 

委員長  ありがとうございました。 

それでは、全体で。どうぞ。 

委員 福江中学校ですが、情報提供も含めて、お願いもありますので、２点、お願いし

ます。 

一つは、新しい制服を導入するに当たりまして、地元の衣料品販売のお店の方と、

今度、明石スクールユニフォームカンパニーというところがつくりますが、そこと

の共同の採寸。新１年生となる６年生を対象に採寸を、一斉に一度だけやらせてい
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ただきます。そして、その後は採寸の仕方を、習熟した地域の衣料品店へ行けば、

２回目からはそこでやっていただけますが、１回目だけは合同でやりたいと思いま

す。まだ案内はいっていませんが、一応12月21日の午後を採寸日としたいと思いま

す。もしそこに来られない方は、多分その後には各衣料品店でできますので、でき

ればそのときに１回来ていただければと思います。それはなぜかといいますと、小

学校でひょっとして卒業式等に使うことになれば、間に合わせるためには12月中、

遅くても１月の中旬と言われましたので、この時期にさせていただきました。これ

が１点です。 

場所は、ここでやります。渥美文化会館のこういった会場を使って行いたいとい

うように考えています。また各小学校に案内がいくと思いますので、ご了承くださ

い。 

２点目です。来年からコミュニティ・スクールというものになるということは、

何度かお話しさせていただきましたが、その中で今、住民意向調査というものをさ

せていただいております。各小学校、保育園、それから自治会等を通じて、一部の

方になるかもしれませんが、今、アンケート用紙がいっておりますので、それぞれ

の項目に丸をつけたり、お意見があれば書いていただくようになっております。今、

回収中でありますが、もうしばらく回収時間がありますので、ぜひご協力をお願い

したいと思います。それをもとに来年からの新しい福江中学校の指針を考えていき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

委員長 ありがとうございました。 

そのほかは、ございませんか。 

それでは、ないようですので、以上をもちまして第６回伊良湖岬中学校統合準備

委員会を閉会いたします。 

お疲れ様でした。ありがとうございました。 


