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第 4回 大川小学校・熱川小学校等統合準備会会議録（要旨） 
 

１ 日  時  平成 30年 2月 27日（火）19：00～ （20：閉会） 

２ 場  所  東伊豆町立図書館２階視聴覚室 

３ 出 席 者  須藤裕文、進士 真、佐藤泰志、力石和彦、太田輝美、星野正雄、 

小倉伸一郎、柚田雅敏、岩室憲兒、鳥澤善久、野口康子、西尾和泰、 

稲葉 保、太田正一  

        （出席委員 14名、欠席者：野崎元廣、稲葉宣明、横山尋司） 

        教育委員会：黒田種樹教育長、坂田辰徳  

 

４ あいさつ  

 ◎須藤裕文会長（熱川小学校校長） 

   本日はご出席いただきありがとうございます。これまでに 4回、統合に係る諸課

題について、ご検討いただきありがとうございました。本日は、2校の良い面が生

かされていくよう、そして、両校の地域に支えられながら連携がより深まり、4/5

の新生熱川小学校の開校式・入学式にスムーズにつながっていけるような話し合い

になるようよろしくお願いいたします。 

 ◎黒田種樹教育長  

   お忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。この会も第 4回ということ

で、本年度予定した準備会の最後の会となります。これまで皆様にご意見をいただ

き、ご検討いただき、それぞれの部会等で準備を進めていただきましてありがとう

ございました。まだ閉校閉園式、開校入学式・開園入園式と進めていかなければな

りませんけれども、ここまで進んできたことに再度ご確認いただき、足りないとこ

ろをご意見いただきたいと思います。1/29 から 31には小学校の 3日間交流を実施

しました。幼稚園では年間に 90日を超える交流を前々から進め、行っております。

前回の交流が 9月でしたので、少し間が空きましたので、不安な面もありましたが、

3日間ありましたので、日に日に声が大きくなり交流の深まりを感じました。朝の

運動では、縄跳びを観察しあったり、教え合ったりする光景が印象的でした。今日

はよろしくお願いいたします。（記念品の紹介も行われた。） 

 

５ 議  事  

 （１）大川小学校・熱川小学校等統合準備について  

   ① 各準備事項の状況の報告と課題の検討 

     この会の進め方として、資料：「大川小学校・熱川小学校等統合準備につい

て（平成 30年 2月 27日現在）」に示した項目毎に、この 1年間に行われた準

備等の状況について、説明や報告を行い、その内容について、各委員よりご意

見・ご質問等をいただき、準備や作業についてとりこぼしがないか再確認して

いく事とした。 

１ 学校行事（交流）等について 

    ≪小 学 校≫ 

○3月 1日    小学校１日交流実施  

○6月 20日～   大川小水泳事業実施（5日間） 

○6月 27日    小学校１日交流実施  

○9月 15日    小学校１日交流実施（授業参観・懇談会も実施） 

○10月 19日    熱川・大川両小学校合同遠足 ＊雨天中止 
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     ○1月 29～31日  小学校３日交流（予定）  

    ≪幼 稚 園≫ 

     ○ 9月  幼稚園１週間交流実施 

     ○10月  幼稚園１週間交流実施 

10/5 熱川幼稚園運動会（大川幼園児も参加） 

     ○12月  幼稚園１週間交流（予定） 

     ※幼稚園では、上記以外にも交流を予定。（年間約９０日）更に保護者交流

も開催された。 

     ＊1月 29日から 31日の 3日間交流について報告。（別紙 1・2参照） 

      ○大川小力石教頭より 

        初めての交流の時は、子ども達は「ガチガチの状態」で緊張していて、

どうなるものかと大変心配しましたが、回を重ね、最後の 3日間という

のは非常に大きかったものと思っています。先程縄跳びの話がありまし

たが、大川小では伝統的に縄跳びが得意な学校です。縄跳びを披露し、

賞賛され、とても自信になったようです。別紙 1 のとおり子供たちの声

は、とても前向きです。特に低学年になればなるほど楽しみにしていま

す。やはり発達段階があるので、やはり高学年になると不安要素が出て

くるのは否めないですが、でも、とても楽しかったという子が圧倒的に

多いです。若干自分の健康問題で不安を抱えている子もいますが、保護

者と話し合いながら、そしてとても良い子なので、残りの 1か月の間で

その不安を取り除いてあげられたらいいかなと思っています。マイナス

的な意見をありますが、少人数の中でずっと授業しているので、大きな

中にいると騒がしく感じるようで、大川小の良いところでもあり、悪い

ところでもあり、これはそのうち慣れてくるものと思っています。3日

間を通してとても良い経験になり、前向きに皆が取り組んでいることを

報告させていただきます。 

      ○熱川小佐藤教頭より 

        別紙2をご覧ください、職員に子供たちの様子を見ていただきました。

先生方は熱川小の子ども達というよりも大川小の子ども達がどうだっ

たかいった観点で見ていたようです。基本的には和やかに楽しく過ごせ

たといった意見が多いです。基本的には、大川小がこちらへ来ることが

決まっているので、期待することは、クラス替えもなく進んできている

ので、新たに大川の子が来ることで、刺激をうまく受け止めてより良い

学級づくりをしていければ良いかなといったことを先生方は思ってい

るようです。 

     ＊大川小で行われていた教育活動を熱川小に引き継ぐことについて、両校で

これまで話し合われてきた事についての報告。 

      ○熱川小佐藤教頭より 

        大川小の良いところを取り入れたいということで、H29.7.29ですが、

両校の全職員で話し合いが行われ、現在も引き続き行われています。縄

跳び運動については、熱川小では冬場のみだが、大川小の素晴らしい縄

跳びを見て、この運動を長い期間行うとか体育の時間はいつでも行える

状況を作るなど取り入れていきたいと思っています。海に親しむ会や田

んぼの活動については、熱川小で取り入れるのは難しさを感じています。 

大川の地域の学習については、2・3年生で地域の学習を実施していま
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すので、大川地区も含めて取り入れていきます。大川小では縦割り活動

が盛んであると熱川小でも感じています。熱川小でも行っていますが、

もっと充実した方向へ持って行けるものと思い、それぞれの担当で考え

ながら生かしていきたいと思っています。リレー会も取り入れたいと考

えています。地域の祭典についても各地域と同じく全面的に協力したい

と考えています。学習の約束や生活の約束など決まりについても両校の

ものを見比べ検討し、ほぼ出来上がり 2/16の大川小 PTA総会にて説明

とお願いをしました。 

      ○大川小力石教頭 

        大川小としては、海の活動など行ってほしいといった気持ちもありま

す。そこで地域の方々にお願いに行ったこともあります。しかし、地域

の方々から人数の問題などから今までのようなフォローは厳しいので

はないかといった意見がありましたので、無理ではないかとの判断をし

ました。 

     ≪ご意見等≫ 

 

２ 統合準備会について 

     ○第 1 回（4/28）、第 2 回（7/25）、第 3 回（11/21）、第 4 回（2/27）開催。 

○会議録（要旨）を作成し、町ＨＰ等で公表。 

     ≪ご意見等≫ 

      ※特になし 

 

３ ＰＴＡ活動について 

     ○次年度以降の新たな組織について協議・検討 

・規約の改正・活動事業（奉仕作業等）・協定服について（リユース等） 

     ＊平成 30年度以降の会則や組織編制、活動事業について報告 

      ○熱川小佐藤教頭 

        12/5、両校の校長・PTA担当、両校 PTA 役員とで、会則案について

検討しました。熱川小の会則を中心に検討し、新会則は、12/20に信認

された旨、保護者に通知しました。大川地区役員については、30年度

は 2 名になりました。30年度の会長等 3役は、熱川小から選出と決ま

り、2/20 通知済みです。 

      ○大川小力石教頭 

        私からは、大川小の PTAについて報告します。熱川小の会計は単年

度決算との事でしたので、大川小では少し残金がありました、運営委員

会の承認を得たうえで、子ども達の体操服や腕章等を熱川小に合わせる

ため、その購入に使わせていただき、配布しました。 

     ＊協定服の準備状況について 

        協定服については、大川小全児童分（大川幼年長児含む）を町で準備

した。ただし、協定服は貸与する形とする内容と別紙 3に基づき状況を

説明した。 

     ≪ご意見等≫ 

      特になし 
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４ 閉校・閉園記念誌、記念品制作について 

     ○別紙 4「大川幼稚園・大川小学校閉園閉校記念誌制作について」に基づき、

準備状況を報告した。 

     ≪ご意見等≫ 

      特になし 

 

５ 閉園・閉校式典について 

     ○別紙 5「大川小学校・大川幼稚 閉校式・閉園式のお知らせ」他資料に基

づき、準備状況を報告した。 

     ≪ご意見等≫ 

      特になし 

 

６ 大川幼・小の備品・文書処理について 

     ○移動・整理（廃棄）備品の確認（備品台帳との照合、他校要望品の調整） 

○図書の整理  

○文書処理（文書管理規定の確認） 

○備品及び文書の移動・廃棄作業  

○給食費等金融機関との調整 

     ≪ご意見等≫ 

      特になし 

 

７ 教育課程、学習指導、生徒指導について 

     ○教育課程（教務主任） 

・両園両校擦り合わせ：本年度実施内容、次年度計画等 

○学習指導（研修主任） 

・両園両校確認：研修内容（基礎学力等）、各教科学習状況等 

○生徒指導（生徒指導主任） 

・両園両校確認：学校のきまり、地区会、児童会組織等 

     ＊熱川小学校安心安全のための危機対応マニュアル」学校のきまりについて

（別紙参照） 

≪ご意見等≫ 

      特になし 

 

８ 通園・通学バスについて 

○別紙 6「登下校時児童通学バスへの欠席（遅刻）連絡方法」等資料に基づ  

き、説明した。 

≪ご意見等≫ 

     ◆幼稚園バスの関係で、当初案では 8：00に大川を出発となっていたが、8：

50出発となっているようです。幼稚園の登園は 8：30から 9：00となっ

ていると思うが、ほかの園児は、8：45頃登園し準備をすると思う、大川

は 9：00頃登園だと気おくれしてしまうとの保護者の心配の声があります。

できればもっと早い出発にできないか。 

     ＊教育委員会 

       はじめは 8：00大川出発を提案しました、先に大川園児を送迎して白田

片瀬園児を現在と同じ時間帯を想定していました。その後の説明が足りな
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かったことをお詫びします。園バスは、教職員が同乗しますが、職員の勤

務が 8：20からといった決まりがあり、必ず職員が同乗できるよう大川地

区を後にする変更をしました。 

     ＊熱川幼稚園 

       交流している中でもその時間帯でやっていますが、特に問題なくできて

いるものと思われます。登園時間は本来 9：00で、少し早目ということで

8：45をお願いしていますが、大川の園児と同じ時間帯に来ている園児も

おります。大川の子だけぽつんと一人でいるようなことはないと思います。 

     ◆先生方の勤務時間は知らなかったので、ルールがあるのであれば仕方ない。 

     ◆小学校のように書面で出してほしい。 

     ＊熱川幼稚園 

       準備はしてあります。決定ではないが、2案を教育委員会に提出してあ

ります。 

     ◆2 便出すことはできないですか。 

     ＊教育委員会 

       すみませんが、それはできません。幼児バスは座席など企画が決まって

おり、現在の 1台の園バスを利用します。 

     ◆ミニバンなどで対応はできないですか。 

     ＊教育委員会 

       通園に利用する場合、園児用の企画の車両が必要となり、また、運転手

の人数など体制もあるため難しいことをご理解ください。 

       説明が足りなかったことをお詫びします。 

     ◆6/1 の議事録では、幼稚園到着は 9：05を見込んでいるとありますが、実

際はどうですか。 

     ＊教育委員会 

       大川から幼稚園までスムーズに運行できれば約 10分です。 

     ◆中学生の通学費補助の説明があったが、このスクールバスを中学生も利用

することはどうか。 

     ＊教育委員会 

       先ほどスクールバス条例を見ていただき、目的は園児・児童の通学のた

めに使用します。国の補助金を受け購入するため、目的外利用は基本的に

はできません。 

     ◆道路の安全対策は何か考えられていますか。 

     ＊教育委員会 

       道路改良等については、すみませんが、今お答えできるものはありませ

ん。バス運行時の対策として、資料 6でご説明した災害時の対応を現時点

では考えています。 

     ◆渋滞時なども運行路は決まった道しか走れないのか。 

     ＊教育委員会 

       基本的には決められたルートを走行するが、状況により臨機の対応も必

要と思います。 

     ◆下校時は 2 便となっている。低学年 1 便、高学年１便。兄弟がいる場合、

上の子を待って乗るなどできないか。 

     ＊教育委員会 

       基本的には、特別な事情がある場合のみ申し出ていただきたい。 
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     ◆スクールバス条例の 7条で運行を委託できるとは。 

     ＊教育委員会 

       運行方法としてより良い方法があれば委託する場合もあるが、利用者か

ら料金を徴収するといったものではありません。 

     ◆例えば町長が変わり内容が変わるということはどうか。（料金） 

     ＊教育委員会 

その可能性はないとは言えないが、条例を制定した目的は、改正する場 

合は議会の議決が必要となり、町の考えだけで行うことはできない体制を

作りました。 

 

９ 大川小学校跡地利用の検討について（ 担当：町 ） 

     ○町企画調整課と大川区において、協議・検討中 

     ＊平成 27・28年度に行われた大川地区説明会で出されたご意見の確認。 

      ①幼稚園であった部屋は、交流の場・遊びの場として残せないか。 

      ②グラウンドを子供達が安全に遊べる場として残してほしい。（公園整備） 

      ③新たなコミュニティの場として残してほしい。 

      ④公民館として利用（避難地・避難場所としてはこれまでどおり。） 

 ≪ご意見等≫ 

     ＊委員より 

       子供会・PTAの活動等で、今後大川小のグラウンドは使用できなくなる

のか。子供会の倉庫などもあるが。 

     ＊教育委員会 

       基本的には、これまで通りの使用を考えています。また、そうできるよ

う町にも話していきます。 

 

10 保護者・地域への説明会開催について（ 担当：教育委員会 ） 

○4月 13日 熱川幼・小ＰＴＡに対し実施  

○4月 26日 大川幼・小ＰＴＡに対し実施  

○6月  1日 地域説明会開催 

○9月 22日 地域説明会開催 

○3月  2日 地域説明会開催予定 

＊別紙 7-1、7-2、7-3説明会記録参照 

     ≪ご意見等≫ 

      特になし 

 

11 そ の 他 

     ○熱川小学校開校式・入学式 

      別紙 8により説明 

      ＊教育長より 

        幼稚園の開園式入園式についても小学校と同じような内容で行う予

定です。 

     ○熱川中学校生徒の通学費補助について 

       熱川中学校生徒のうち、大川・北川地区から電車通学している生徒を対

象にその費用（電車運賃）の 2分の 1を補助する方向で準備している旨説

明。 
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     ≪ご意見等≫ 

      特になし 

 

６ 閉  会 （進士 真副会長 大川小校長） 

   本日は、長時間にわたりご協議ありがとうございました。また、長期間にわたる

ご審議ありがとうございました。方向性や子ども達の環境、学校の整備など進み無

事統合が迎えられるのではないかと考えています。今後閉校・閉園式、開校・開園

式とあります、また子ども達がスムーズに新しい生活に慣れるように今後ともご支

援を賜りますようお願いし、以上で閉会とします。本日はありがとうございました。 


