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第３回 泉中学校統合準備委員会 会議録 

日時 平成30年11月30日（金）19時00分～19時40分 

場所 泉市民館 ２階集会室 

出席者 委員（24名） 

山内敏久、石川 易、伊藤純夫、山田 稔、伊藤康弘、藤村孝男、平井則章、吉田

裕子、坂腰一輝、藤村明弘、下村友子、小原恵康、藤城孝行、中村文紀、玉越宏利、

鈴木博好、河合良信、渡邉恵里、小久保浩明、立花英夫、山本忠史、鈴木 力、樽

谷哲郎、森下しのぶ 

事務局（11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、永井渥美支所

地域課長、荒木赤羽根市民センター所長、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、彦坂教育総務課主査、藤井教育総務課技師 

欠席者 太田優彦委員、藤村浩仁委員、岩本吉幸委員 

傍聴者 １名 

 ≪資料確認≫ 

事務局 配布資料の確認 

・次第 

・名簿 

・資料１ 統合後の部活動の運営について 

・参考１ 学校運営部会（第２・３回）での主な意見等の内容（抜粋） 

・参考２ これまでの経緯 

・第２回泉中学校統合準備委員会会議録 

 ≪開会≫ 

事務局 ただいまから第３回泉中学校統合準備委員会を始めさせていただきます。 

始めに、花井隆教育長からご挨拶を申し上げます。 

教育長  みなさん、こんばんは。１１月も末日ということで、明日から師走というところ

ですが、比較的暖かい日が続いており、暖かい日が続いて困る方もみえるかなと思

いますが、今日の会議がこういった中で開かれるということに、少しほっとしてい

るかなというふうに思います。渥美半島は駅伝のシーズンでして、この間の実業団

の駅伝から、明日は市町村対抗の愛知駅伝に田原市も参加します。昨年は４位とい

うことで、今年度は３位以内を目標にがんばっていますが、そういうところで、明

日、テレビ等でご覧いただければというふうに思います。赤羽根中学校と泉中学校

の駅伝大会も今度の金曜日、１週間後に控えているということで、子どもたちの方

も一生懸命練習に励んでいるんではないかなというふうに思います。そんな中で、

第３回の泉中学校統合準備委員会にみなさんお集まりいただきまして、大変ありが

とうございます。福江中学校と岬中学校の統合準備委員会につきましても、順調に

きて、残り４か月というところまできております。泉中学校統合準備委員会につい

ては、あと２年４か月あるわけですが、内容的にもいろいろつめていくことがいく



2

つかあると思います。いろいろな面でみなさんのご意見を伺いながら、進めて参り

ますので、よろしくお願いいたします。 

事務局 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、委員長にお願いいたします。 

委員長 みなさんこんばんは。 

それでは、ここからは、私の方で会議の進行をさせていただきます。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、学校運営部会において、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。 

事務局 それでは、先ほど委員長からもお話がありましたとおり、今回の統合準備委員会

では、前回の第２回統合準備委員会開催以降、学校運営部会が開催されております。

その際、検討してきました事項につきまして、決議を諮らせていただくもの、また

報告をさせていただくものがございますので、この後説明をさせていただきます。

なお、学校運営部会の部会長がお見えですので、部会長から説明をしていただく

形となりますので、お配りしております部会の資料を参考にしながら、協議等をお

願いしたいと思います。 

部会長、よろしくお願いします。 

委員長 それでは、学校運営部会長から説明をお願いします。 

委員 部会長を務めます赤羽根中学校長の樽谷です。 

それでは、資料１をご覧ください。 

両校、まず具体的にどうするのかと、いろいろな条件がありますので、その条件

を簡単に説明したいと思います。 

現在、両校の部活動がどうなっているかというのを表にまとめました。赤羽根中

学校が、男子は野球、バレーボール、剣道、それから吹奏楽（共通）。（共通）と書

いてあるのは、男女で一つの部活動を構成しているというものです。 

女子については、ソフトボール、バレーボール、それから吹奏楽（共通）とあり

ありますが、実は「剣道部に女子は入れないのか」という問い合わせもありました

ので、顧問等に確認したところ、剣道は大会も男女一緒の会場でやれる、それから

武道場の中で両方見られるということで、女子も入っていいのではないかという話

もありましたので、来年または再来年、そこはまだ決まっていませんが、平成33年

度の前に女子も入っていいという形にしますので、剣道も共通ということでお考え

ください。 

それから、泉中学校は、男子が野球、バスケットボール、文化。女子が、バレー

ボール、ソフトテニス、文化ということで、赤羽根中学校にないバスケットボール

とソフトテニスをどうするかという形になってくると思います。 

部活動の運営ですけれども、顧問を複数または２人は置きたいということで、安

全管理等のこともありますので、なるべく２人つけたいと思います。 

（２）を見てください。 
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部活動に関する諸条件と書きましたが、まず職員の数が年度によって変わってき

ます。これは学級数によって職員の数が決まっておりますので、学級数が変われば

職員の数も変わるというようにご理解ください。 

統合する平成33年は、そのページの下に参考ということで、生徒数の推移という

表を載せました。それを見ていただきますと、中学入学年度ということで、Ｈ33、

今の小学４年生が入学してくる年に統合します。そうすると、３年生が87、それか

ら２年生が63、１年生が86という人数になる予想です。そうすると、通常学級が８

クラス、それから特別支援が２クラスは設置できるだろうということで、顧問をや

れる職員、校長、教頭、事務を抜いて16人はいるだろうということで、８個までは

可能であると。 

ところが、平成34年になりますと、３クラスあった３年生が抜けて、今の小学３

年生が上がってくるときには60人ということで、２クラスです。２年生、３年生は

40人を超えるとクラスが増えます。だから、80人を超えると３クラスになるのです

けれども、１年生だけは35人が基準ですので、70人を超えると３クラスになります。

そして、届きませんので２クラスということで、通常学級は７クラスになります。

１クラス減ったから先生が１人だけ減るかというと、基準が複雑でして、この７

クラス、８クラスのところだけ１クラス違うと、職員が２人増えたり、減ったりし

ます。これは国の方で決まっております。平成34年以降は職員が減った状態ですの

で、二つ増やして運営していくことが厳しい状態になります。ずっとわかる範囲で

今の５歳まで人数を拾ったところ、８クラスになる時代は来ないだろうというよう

に思われます。ということで、一つなら、平成34年以降も増やした状態でやってい

けるというように思います。 

②施設の面では、赤羽根中学校にはテニスコートが３面あります。今、体育の授

業で使っているだけですが。それから、泉中学校の体育館も、帰りにバスで寄って

使用できるということも市で確認しました。 

それから、③泉中学校の文化系の部も存在しているということで、音楽をやって

いる子については、そのまま吹奏楽に合流が可能であると。 

あと、特別支援学級にいる生徒が、今はそこにあるような部に所属をしているわ

けですが、状態によっては園芸活動をするとか、美術の活動をするとか、そういっ

た部でないと活動ができない子も出てくる可能性がありますので、文科系の部も一

つ設置する。ただ、これについては大会等があるわけではありませんので、週２日、

あるいは活動しても１時間ということで、ここは顧問が２人いなくていいだろうと。

あと、教務主任で何とか対応可能ということで、文科系も一つあったらどうかなと

いうように思います。 

というようなことを考えまして、（３）統合したH３３年度の部活動にいきます。

統合した平成33年度については、とりあえず赤羽根中学校にあります６部活。剣

道と吹奏楽は男女で一つの部と数えてください。６部活に加えて、泉中学校の男子

バスケットボール、それから女子ソフトテニスをそのまま設置して活動をする。 
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②ですが、平成34年以降は二つそのままというのは厳しいですので、どちらかと

いうことで、活動場所とか、やはりチームの種目というのは、人数がそろわないと

きに運営が厳しいですので、テニスが個人種目なので、人数が少なくなってもやっ

ていけるのではないかということもあり、３年生のみになりますが、バスケットボ

ールを夏まで活動をして終了ということで、今の小学５年生以下についてはバスケ

ットボール部は募集をしない。女子のテニスをそのまま続けていくという形を取り

たいと思います。 

練習については、泉中学校の体育館が使えますので、スクールバスで移動して練

習をする。そこから自転車で下校という方法もありますし、それから赤羽根中学校

を出たバスが泉中学校に寄りますので、それに乗ってまた帰るというような方法が

可能かなと思います。 

それから、③、先ほど言いました文化園芸系の部を一つ、文芸部という形で設置

ということを考えております。 

まとめたものが、 

≪男子≫野球、バレーボール、剣道（共通）、吹奏楽（共通）、文芸（共通）、 

バスケットボール（平成33年の夏まで） 

≪女子≫ソフトボール、バレーボール、ソフトテニス、剣道（共通）、 

吹奏楽（共通）、文芸（共通） 

という形になります。 

では、それまで泉中学校ではどうするかということが、その下の統合前、平成31、

32年度というように書いてあります。簡単に言うと、バレーボールはそのまま女子

でやれる、ソフトも野球でやれるということになります。 

休日については、赤羽根中学校の部活動と一緒に練習をするということも可能で

す。 

それから、赤羽根にクラブが幾つかありますので、そちらに入って練習をすると

いうことも可能になっています。 

次に、（４）に統合後の検討課題と書きましたが、これは統合してから検討ではな

くて、今後検討していかなければいけないというものです。 

①としては、先ほど言いました職員が減ってくる可能性がありますので、さらに

減っていくと、やはり運営が厳しくなりますので、部活動を減らしていく可能性が

ある。 

②としては、生徒数にかなり波があります。男子でも48人の年があったり、25人

の年があったりということで、偏りが出てくる可能性もありますが、そこは生徒の

希望等も聞きながら、何とかチームを編成できるようにしていきたいと思います。

③として、ユニホーム、チーム名については、平成33年度は混ざりますので、混

ざってチームをつくったときに、泉中学校が持っているユニホームをどうするかと

いう問題もあります。 

⑤としては、種目によってはどちらの学校も人数がいるので、平成33年について
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は別々に出たいなというような話も出てくるかもしれません。そのあたりは、各種

の協会や体連とも相談しながら対応していきたいと思います。 

それから、⑥赤中生の転部と書きましたが、これは、今の小学６年生、５年生の

子たちが入学したときには、赤羽根中学校にはテニス部はまだ設置されておりませ

ん。２年生、あるいは３年生になったときに、テニス部に変わりたいという生徒が

出てくる可能性もあるかなと思いますが、一応学校のスタンスとしては、やはり３

年間を同じものを続けて頑張ってほしいという話はしますけれども、その辺をどう

するか。特にチームスポーツからテニスへ移られてきますと、レギュラーが４人も

５人も抜けられたら、チームは成り立たないということもありますが、選択肢とし

てはありますので、そこは相談をしていきたいというように思います。 

ということで、学校運営部会では、部活動はこういう形でいきたいというところ

です。 

つづいて、統合後の服装、鞄、上履き等についてということで、（１）ですけれど

も、統合したときの新入生、平成33年度の新１年生から同じものにしていければと

いうように思います。その後、その１年生が３年生になったときに揃えばいいかな

というように思います。それまで両校のもの混ざっていても構わないということで

す。かなりお金がかかりますので、特に制服などは。泉中学校の制服であれば、そ

のまま混ざっていてもいいかなというように思います。 

あと、細かいところ、規程が違うものについては、今、学校間で協議をしており

ます。 

それから、制服、体操服については、赤羽根中学校のものを基本とするというよ

うにしてありますが、体操服については、赤羽根中学校のものもだいぶ古いので、

見直しをしたらどうだという意見も多く出てくれば、また検討していきたいと思い

ます。ただ、平成33年に間に合わせるかとか、その辺のこともまだ考えてはおりま

せんというところです。 

（３）は、泉中学校の生徒が、赤羽根中学校のものを着るのだからということで、

統合前に着てくる可能性もあるかなというように思います。 

以上です。 

委員長 ありがとうございました。 

ただいま、学校運営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でしょうか。ある方は挙手をお願いします。 

委員 すみません。いいですか。 

委員長 はい、どうぞ。 

委員  例えば女の子で、ソフトボールよりも野球をやりたいという子がいたらどうしま

すか。 

委員長 過去に泉中学校にもいたよね。 

委員 基本的に、男子は野球で、女子はソフトボール。 

委員 その線でお願いしたいですが。 
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委員 実際、よその地区では女の子が野球の大会に出ておりますので、できないことは

ありません。 

委員 ただ、ソフトをやっている子から見ると、「一緒にやってくれないのかな」という

思いを持つと思います。たまたま、例えばソフトボールが少なかったりすると。 

委員 ソフトがないので野球をやりたいならわかる。反対に男の子がソフトをやりたい

とか。それはないと思うけれども。 

委員 それはちょっと試合に出られないと思いますけれども。 

委員長 よろしいですか。 

ほかにございますか。 

事務局 すみません。１点、補足でよろしいですか。 

委員長 はい。 

事務局 今回この部活動の原案を、この統合準備委員会で固めていただきたいというのが、

年明けの２月に保護者に対しての学校説明会があり、この案を説明する機会もその

時期になりますので、ぜひその辺をご理解いただきたいということです。よろしく

お願いします。 

委員長 今、事務局から補足説明がありましたとおり、２月には保護者に説明をするとい

うことですので、皆さんに意見を言っていただければ一番ありがたいですが。 

私から言ってはいけないけれども、泉中学校が、女子ソフトテニスということで、

男子のソフトテニスが、過去にはあったのですけれども、復活はなかなか難しいで

しょうかね。 

委員 そういう話もあったのですけれども、練習は校内で、同じところでやろうと思え

ばできるのですけれども、大会が違うこともあるものですから、そうすると、やは

り顧問が。 

委員長 見当たらない。 

委員 ということで、男女一つというわけにはいかないものですから。 

委員長 部外者講師のようなものを確保できれば、可能かどうかというのは。 

委員 その方が何人確保できるかという部分がありますね。 

委員長 いろいろな部活動もそうだと思うのですけれども。 

委員 ３年間続けるということを考えると、１年目は多いけれども、減っていくという

ことにもなってくるものですから。 

委員長 わかりました。 

他にありませんか。 

平成31年度からは、そういった方向に向けて、多分部活動がやれると思うので。

委員 はい。合同練習。 

委員長 その辺、ＰＴＡの方々はどうですか。多分この部会でも、もまれたと思うので、

いいと思うのですが、他の部会の方々はどうでしょうか。 

委員 部会の中で、部会をやるに当たっては、私たちもそうですし、対象になる小学５、

６年生の親にも、一部ですけれども、ある程度、意見を聞いた中で話をしてのこの
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案なので、ＰＴＡとしては、この案でいいと思います。 

委員長 ありがとうございます。 

他にご意見、ご質問はございませんか。 

委員 すみません。後出しで悪いですけれども。 

委員長 どうぞ。 

委員 泉中学校としては、先ほど赤羽根中学校長も申しましたとおり、やはり１年生時

に選んだ部活動を、３年間積み上げてやっていくという願いは、私も持っておりま

すので、バスケットボール部及びソフトテニス部についても、３年間やらせたいと

いうことで、その後の状況を見て、バスケットボール部は存続が難しいということ

でありましたが、今、統合の平成33年度の７月までは存続できる形で進めておりま

すけれども、一つ、バスで赤羽根中学校から泉中学校の体育館へ移動するというこ

となのですが、そのバスの運行については、何ら今のところは、支障はない状況な

のですよね。バスが通れないと移動ができないので、あれですけれども。 

委員長 その辺がまだ通学安全部会で、どの程度まで進んでいるのか私に報告がないので。

委員 まだ２年ありますので、あれですけれども。 

それともう１点、こういう案なのですが、端的に言いますと、来年度の泉中学校

の部活動の募集については、本年度と同じように、男子は野球とバスケットボール

を募集し、女子はバレーボールとソフトテニスを募集すると。共通で文芸部がある。

再来年度につきましては、今の５年生につきましては、バスケットボールがもう

ここでなくなりますので、男子は野球とバレーボール、女子は、このままでいくと

いう形の募集になります。男子の中でバレーボール部を選択した者については、女

子と一緒に練習を行うというような形になります。 

委員長 ということは、通学安全部会で検討して進めていかないと、こちらの学校運営部

会が、前に進めなくなってしまうね。 

委員 安全に移動ができるという。 

委員長 前提だよね。 

委員 そうですね、はい。 

委員長 その点、通学安全部会はどうでしょうか。事務局、その辺のスケジュール的なも

のは。 

事務局 当然スクールバスの運行につきましては、通学安全部会で、またルートとか、何

台走らせるとか、どこを停留所にするというのは、決めていく中にありますが、こ

れまでも事務局でルート的なところを試算してみますと、泉中学校のグラウンドを

ロータリー的なところにするというところが、今の一案として持っていますので、

そこに生徒が全員来て、登下校するかどうかはまた別にしまして、そこを外すこと

はまずないと思っていただいていいと思います。 

ただ、夏で男子バスケットボールは終了しますので、そのあたりはいいと思うの

ですが、それ以降に、もし冬の部活動の時間で体育館を使うということになると、

移動中に日が暮れてしまうという可能性も出てくるというのは、一度また検討する
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余地があるかなというような考えは持っています。 

委員 現在の段階では、７月の夏の総体でバスケットボールが終了しますので、それ以

降の移動はありません。 

事務局 そうですか。そこからはないですね。 

委員 ごめんなさい。そうすると、バスケットボール部用に１台バスを７月までは出せ

るという。 

委員 下校用に、部活動をやる子は、最終下校のバスに乗っていけばいいと思うのです

けれども、要は授業が終わり、そのまま帰るという子も多分出てくると思います。

だから、それが１便と、最終下校の１便という形にしてもらわないと困ると思うの

ですよ。その下校用のバスに乗って、泉中学校で降りて活動して、最終下校で泉中

学校に来たバスに乗って宇津江ですとか、あちらに行くかどうかわからないですけ

れども、というイメージです。 

ただ、その下校便については、多分乗る人数が少ないと思いますけれども、時々

１人や２人は出てくるとは思いますので。 

事務局 そうですね、はい。 

委員長 それでいいでしょうかね。 

ほかにご意見はございますか。 

ないようですので、お諮りします。学校運営部会での案にご異議ございませんか。

 （異議なし） 

委員長 ご異議ないようですので、学校運営部会の案で進めてください。 

全体を通して、ご意見、ご質問等がございましたらお願いします。 

なかなかこれだけの全員で集まることはできないので、意見を言ってください。

ございませんか。 

 ≪その他≫ 

委員長 ないようですので、その他に移ります。事務局から何か連絡事項はございますか。

事務局 本日お配りしております、その他の参考資料、これまでの経緯、会議録につきま

しては、お持ち帰りいただき、目を通していただきまして、ここは少し違っている

のではないかとか、お気づきの点がございましたら、また事務局までご連絡をお願

いいたします。 

なお、次回の統合準備委員会につきましては、開催は来年の２月を予定させてい

ただいております。その間に各部会を開催していく中で、また今回のようにお諮り

すること、報告することが出てくるかと思いますので、その際、統合準備委員会で

また今日のようにお諮りさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

事務局からは以上です。 

委員長 その他、何か聞きたいこと、説明しておきたいことがありましたら。 

委員 学校運営部会を開いたときに、最後のほうで、各部会等で話し合われている内容

が、ここが終わるまで、どのくらい進んでいるのかわからないというような意見が

ございましたので、そこでどのような形で、地域の方に流していくかということが
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課題というか、上がりましたけれども、このようなものがもし回覧板等で流れれば、

地域の方も、このくらいのことが話し合われたということがわかるかなと思うわけ

ですけれども。 

委員長 その細かいものが回覧で回って、みんな読むかなという気がするのだけれども。

委員 学校通信というものを出していますので、そこにある程度載せることは可能です

が。 

委員 保護者分しかないよね。地域には。 

委員 赤羽根は校区の回覧で回るものですから、それをそのまま泉に回してもらっても

いいですけれども。泉は泉でつくった方がいいかな。他の話題も載っていますけれ

ども、そういうときに回してもらえるなら、私どもから送りますけれども。 

委員 分量が違う。 

委員 分量が違うね。 

委員 どれを送っても、見る人は見るし、見ない人は見ないので。興味のある人は知り

たいわけであって、知りたい内容がどれくらいあるかということ。 

委員長 あと、この会が２月。 

事務局 はい。この統合準備委員会が２月です。 

委員長 それまでに他の部会もやるんだよね。 

事務局 また部会長と調整させてください。今出せる検討事項とか、今後のスケジュール

的にも改めて立て直さないといけないところが出てきますので、一度相談させてく

ださい。 

委員長 ２月に１回やって、その結果も全世帯に回すか。 

委員 ただ、服装等については、保護者が買っていいのか、いけないのか迷っていると

ころもありますので、それは早めに。今のままでいいよというだけですけれども。

それは、言っていいよという話であれば、小学校の保護者に。 

委員長 今日の結果は決定ですので、これについては言ってもらいたいと思います。 

ほかにございませんか。 

ないようですので、以上をもちまして第３回泉中学校統合準備委員会を閉会いた

します。お疲れさまでした。 


