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第４回 南知多町小学校再編委員会 会議録 

 

開催日時 令和３年８月３日（火） 午後６時３０分～午後７時３０分 

開催場所 南知多町役場２階 講義室 

出席委員 ９名 

欠席委員 １名 

事務局 ７名  教育部長、学校教育課長、指導主事２名、係長、担当２名 

傍聴人 １名 

会議内容 １ 教育長あいさつ 

２ 経過報告 

（１） 総務担当 

（２） 教育計画担当 

（３） 学校運営担当 

（４） その他 

３ 議事 

（１） 年間行事案（概要） 

 （２） 統合校の教育目標策定に向けて（案） 

４ 確認・依頼事項 

 

 

内 容 

１ 教育長あいさつ  

教育部長 

（進行） 

定刻になりました。 

ただ今より、第４回南知多町小学校再編委員会を開会いたします。 

開会にあたりまして、教育長からごあいさつ申し上げます。 

教育長  

 

みなさん、こんばんは。委員のみなさまには、お疲れのところ、ご参加い

ただき、ありがとうございます。 

コロナ感染の拡大が心配なところではあります。来月からは、延期になっ

ていた中学校の修学旅行も予定されています。そういった行事が実施できて

子どもたちの思い出に残る一年にしてやりたいと言う意味でも気になってい

るところであります。本日も、いくつかの議題があります。来年度の開校に

向けてご意見をたくさん出して頂いて、子どもたちにとっていいスタートが

切れますように、よろしくお願い致します。 

教育部長 

（進行） 

ありがとうございました。本日の会議は議員総数 10名に対しまして、出席

者は、9 名でございます。委員会の設置要綱第６条の規定によりまして、本

会議は、成立することをご報告いたします。 

それでは、ここからは、要綱に基づきまして、委員長に議長をお願いしま

して、議事の進行をお願い致します。 
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２ 経過報告 

委員長 

 

 

議事に入る前に、本日は、傍聴の方が １名いることを委員のみなさまに

報告します。 

それでは、お手元の会議日程に基づきまして、会議を進めさせていただき

ます。会議日程２ 「経過報告」に移ります。 

（１）総務担当より報告をお願いします。 

総務担当 

（事務局） 

資料に基づいて説明。 

小学校統合へ向けた進行計画の経過を報告する。 

委員長 

 

事務局から報告がありました。 

ご意見・ご質問がありましたらご発言をお願いします。 

 （質問なし） 

委員長 

 

ご質問等もないようですので、つづきまして、（２）教育計画担当より報告

をお願いします。 

教育担当 

（事務局） 

先日７月３０日に２回目の担当部会を開催した。年間行事案（運動会も含

む）、教育目標について話題にした。部活動について現状と見通しについて資

料に基づいて説明した。 

統合小学校における部活動の考え方 

部活動についての基本方針 

各小学校の現状 

令和４年度統合校の高学年の人数 

今後の日程概要 

委員長 

 

事務局から報告がありました。 

ご意見・ご質問がありましたらご発言をお願いします。 

委員 質問ですが、部活動の現状ですが、バスケットボール、ソフトボール、サ

ッカーとかありますけど、男の子だけとか、女の子だけだとかそういう決ま

りはありますか。 

事務局 決まりまでは、把握していないのですが、バスケットは現状、女子だけ、

ソフトボール、サッカーは、男子だけと聞いております。 

委員  卓球は女子ですかね。金管は男女混合ですかね。大会に制約はありますか。 

事務局 男子が、女子のバスケットや女子の卓球に参加できる規約は、大会の規定

で明確に規定されているという覚えはありませんが、基本出場していないで

す。 

事務局 逆に女子が、男子に混じってサッカーに出場するとか、ソフトボールに出

場することは多分あったと思います。 

委員 ありがとうございました。 

委員長 ご質問等もないようですので、つづきまして、（３）学校運営より報告をお

願いします。 

学校運営担当 

（事務局） 

前回の再編委員会にてお示しをさせて頂きましたスクールバスの経路案に

つきまして、８月１７日に開催されます大井小学校 PTA 常任委員会にて、ご
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説明をさせて頂く予定。 

協議後の修正案については、次回の再編委員会でご報告する。また、今年

度マイクロバス１台の購入を予定している。入札後、９月議会の議決を受け

て、正式な契約となる。納期は来年３月中旬を予定している。 

委員長 事務局から報告がありました。 

ご意見・ご質問がありましたらご発言をお願いします。 

委員 マイクロバス１台購入という説明でしたけれども、大井からのスクールバ

スは、３ルートあって、３台車が必要だと思いますが、その辺の状況を教え

てください。 

事務局 今年度につきましては、町内でスクールバスを４台運用しております。内

訳は、内海小学校が２台、豊浜小学校が１台、予備が１台です。今年度新た

に１台購入するので、合計５台となります。来年度は、内海小学校が１台、

豊浜小１台、大井小が３台で運行を計画しています。 

委員 町内のスクールバス運行時に、運転手さんが一人で子どもたちを乗せてい

ますが、先日スクールバスにおける保育園児が命を落とすという大変痛まし

い事故が全国放映されていました。そういった場合、安全管理として、町と

してスクールバスに、添乗員を乗せるとか、子どもたちの安全をより高める

ために何か、対策なり方針というのは考えられていますか。 

事務局 スクールバスにつきましては、現在、運転業務の中に車内での子どもたちが、

立ったりしないように注意することを業務に入れています。また、子どもた

ちが下車した後の忘れ物等の確認も、業務の中に入っておりますので、報道

にあったことは、南知多町ではありません。 

また、基本的なことですけど、運転する前にアルコールチェックなど安全運

転の動作確認を委託業者にお願いしています。 

３ 議事 

（１）年間行事案（概要） 

委員長 その他はないようですので、次に進めさせていただきます。 

会議日程３ 議事「（１）年間行事案（概要）」について事務局の説明をお願

いします 

事務局 資料に基づいて説明。 

来年度の年間行事予定（現時点では、これから決めていくことが多い） 

運動会のもち方について 

今日決定と言うことではなくて、話題を提供させて頂いて、それぞれ学校

もしくは地区の方にお持ち帰り頂いて、今後検討をさらに進めて頂く目的

で、今日取り上げさせて頂いた。 

１．両校の運動会の現状 

２．来年度の開催案 

Ａ案（合同開催）、B案（同日開催）、Ｃ案（別開催）の三つを提案した。 
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この３案が一般的にということで、考えられる案ですが、それぞれ今後、

検討を進めて頂きたい。 

参考として、町内各地区の運動会の状況を説明した。 

委員長 ありがとうございました。ただ今、年間行事概要について、特に運動会の

持ち方について、詳細な説明が事務局からありました。この運動会の持ち方に

ついてこの場で、意見を頂きたいと思いますが、まず、大井区長さんからお願

いします。 

大井区長 運動会のあり方について、区の役員と検討をしております。6月 18日に大

井小学校さんと大井区と協議を致しまして、令和 4 年度以降をどのようにし

ていったらいいのか検討しました。その後、6月 21日に師崎区とも事前協議

を致しまして、正副区長 4 人で事前の打ち合わせをすることで相談をさせて

頂きました。そして、事前の打ち合わせが調整できた時点で、それぞれの地

区で合意を採る予定です。大井区においては、8月 24日に全体会議を行いま

す。小学校、中学校、大井区、それから実行委員は各字の代表であり、約 30

人近くいますが、そこで提案をします。ご承認頂けたら、再度、師崎区と最

後の調整をして、結論にする予定です。 

ですから、師崎区長さんにも、師崎小学校さんとの調整をしておいて欲し

いし、それから師崎地区全体の考えも調整しておいて欲しいというお願いを

しております。現状は、大井小学校、大井区については、共催をしておりま

す。大会長が大井区長、副大会長が大井小学校長と師崎中学校長という形で

運動会を進めています。大会運営は、区の担当が殆ど行いますが、学校の先

生には、運営の協力を頂いております。大会は、朝から午後 3 時過ぎまでで

すので、小学校は、１日を通して参加していただいき、中学校の生徒にも中

学校の種目として参加や各字の中学生としての選手として参加していただい

ています。中学生はボランティアで大会の運営にも手伝って頂いています。

中学校の先生も、中学校の競技がありますので、来て頂いてその中学校の競

技等のご協力を頂いています。そんな状況でありまして、師崎区との事前の

調整は、令和 4 年度においては、午前中は、新しい小学校の運動会をやって

頂いて、午後から、それぞれが区民運動会をやってはどうかと考えています。 

場所は、大井区については大井小学校、師崎区についてはみさき小学校を

お借りして、やるということになると思います。令和 4 年度はそういうこと

ならできるのではないかと考えています。ただし、令和 5 年度以降、やはり

一つの小学校で、地域と混じって実施したいので、できれば、師崎中学校で

小学校と地区の共催で、できないだろうかと考えています。それとも、やっ

ぱり無理ならば、地区は地区だけでやろうかとか。そういったことを考えな

がら、令和 4 年度はやってはどうかと、話し合いを致します。令和 5 年度に

ついては、そういう方向で決めていきたい。来年度実施した時点で、5年度の

ことを決める予定です。片名区については、今まで大井、片名町民運動会と

いうことで片名区は参加して頂いたが、競技への参加者がなかなか集まらな
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いので、字別対抗の方は現在参加しておりません。現在、小学生も保育園児

も人数が少ないので、片名区として参加するのが難しいということで、令和 4

年度は、今まで通り片名区としての参加はしません。もし、師崎と大井と一

緒にできる場合は、それに参加するかどうか検討して欲しいと、できたら参

加して欲しいということで、区長さんにお話をさせていただきました。 

以上で報告を終わります。 

委員長 ありがとうございました。それでは、私の方からダブった話になりますが、

師崎区の考え方について報告させて頂きます。 

今、大井区長が言われましたように、事前に協議をさせて頂いております

ので、大井区と同じように考えております。現状については、先ほど説明が

ありましたように、師崎小学校にて、土曜日の午前中に小学校の運動会、午

後に区民体育祭ということでやってきております。令和 4 年度につきまして

も、大井区長が言われましたように、同じ形でやりたいと、考えております。

それから、令和 5 年度以降については、改めて協議をしていく考えでありま

す。今、私が言った案につきまして、師崎区の中で 8月中に関係者を集めて、

そういう方向で協議をしたいと考えております。簡単ですが、以上で報告を

終わります。 

 運動会の今後の方針について大井区、師崎区から報告させてもらいました

が、あくまでも区としての案です。小学校の PTA 会長さん、いかがでしょう

か。こういうふうにしたらどうかとか、取り敢えずそれでどうだろうとか、

なにか意見がありましたらお伝えいただきたいです。 

委員（PTA） 前に学校と考えていたことと同じような考えです。その案でよろしくお願

いします。 

委員（PTA） はい、よろしくお願いします。 

委員長 校長先生は、いかがでしょうか。 

大井小校長 大井小学校では、この問題は多分大きな問題になっていくだろうというこ

とで、事前に大井区長さんにも連絡をして、お話し合いを進めさせて頂きま

した。学校の案としてもいくつか出させて頂きましたが、やはり地域の体育

祭ですので、大井区長さんや大井のやり方に学校が対応していくというよう

な形で考えています。大井区長さんの話した通りに進めさせて頂ければいい

かなと考えております。 

師崎小校長 地域の運動会は地域の方が、まずお考え頂いて、ただ統合したみさき小学

校の運動会を別々の場所でやるということはあり得ないものですから、それ

については一つの会場でやる。それに当たって、今、現師崎小学校のある場

所は、運動場の狭さももちろんですが、周辺道路も駐車場等全くない、とい

うこと、それから天候に左右されなくてもやれることを考えると、総合体育

館のメインアリーナで統合した新しいみさき小学校の運動会を行えば、駐車

場の問題はクリアできる。それから、お昼を食べるまでそこにいて、その後
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12 時半くらいにそれぞれスクールバス、またはおうちの方の車でそれぞれの

地域に戻って、それぞれの地域の運動会に参加すれば時間的にもいいと思い

ます。もし、雨が降って外の運動場が使えないというのなら、子どもたちは、

お昼で解散という形をとれる。2年前に保育所さんがやられたような総合体育

館のメインアリーナを会場にみさき小学校の運動会を計画するのも一つの案

として考えています。そうすれば、Ｂ案のことやいろいろな課題がクリアで

きると思います。後、大井保育所の園児さんが参加するに当たって、総合体

育館の駐車場のキャパがあるかというところが不安です。 

事務局 休日なら農協の駐車場を借りる方法があります。 

師崎小校長 それなら、多分いいと思います。児童数が 120 くらいだと、保護者の方が

80，あと職員も当然、何人かで相乗りをして、まあ、100 台くらい最低でも

いるかなと思う。そこにうちの方が来ると 50 台くらいは必要なので、150 台

ならなんとかなるかなと。ありがとうございます。 

委員長 この運動会の持ち方について、他に何かご意見がありましたらお願いした

いと思います。 

大井区長 ちょっといいですか。この場をお借りして。保育所の園児をどういうふうに

参加させたらいいか、心配しています。みさき小学校の運動会の中に参加す

るのが一番いいのか、迷っています。 

大井区としては、午前中は小学校でやっていただいて、午後からそれぞれの

区民運動会には出てもらうつもりでいます。それぞれの区の小学生、中学生

も参加してもらいます。保育園児にみさき小学校の運動会の方にかけっこだ

とか、2 つくらい踊りだとかに参加してもらった方がいいのかなあ、という

ふうにも思いました。ただ、大井区民運動会は、午後からなので、保育所に

参加してもらえるのかどうか。 

委員 小学校の運動会は、コロナの関係で去年から、保育所さんの参加は見合わ

せていただいています。令和元年度ですと、午前中に師崎小学校の運動会に師

崎保育所の皆さんに来て頂いて、かけっことダンスをしていただきました。 

大井区長 来年の運動会のもち方について、保育所へはどうしましょう。大井区長の私

の方から話をしますか。 

委員長 大井区が 8 月 24 日に会議予定しているなら、そこへ保育所の所長さんに来

てもらって、話し合いに乗ってもらうのはどうだろうか。 

大井区長 わかりました。師崎区も会議をやるときに、保育所の所長さんに来てもら

って、意見をいってもらうことでお願いします。 

委員長 わかりました。 



7 

 

委員長 そうすると、ここで決めて行くのは、今、師崎区も大井区も考え方として、

来年は、みさき小学校の運動会は、午前中に実施していただいて、午後から

それぞれの区民運動会を実施する。この方向性を確定することでいいですね。 

委員 この結論は、いつまでに出す必要がありますか。 

事務局 結論は、そう慌てなくていいと思います。次回 10 月の報告でいいと思いま

す。 

委員長 それでは、8 月に両地区が会議を予定しているのですが、決まり次第、教

育委員会へ報告すればいいですか。 

事務局 決まってきたら、その時点でお伝え頂ければ、それを踏まえて教育担当の

部会を開催します。 

委員長 決定しましたら、連絡します。 

それでは、運動会の持ち方について他に何かご意見ございませんか。 

ご質問も無いようですので、年間行事等概要については、今報告させても

らいました、各区において両学校、両区と調整の上検討をお願いします。検

討の目安として、A 案、Ｂ案、Ｃ案を提示させていただいていますが、これ

にこだわらず、検討をお願いするということで、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

事務局 備考について説明。 

運動会から離れて全体のことですが、教育計画に関わる詳細に関しまして

は、今後検討部会を中心に各校の情報提供を頂きながら検討を進めていくと

いうことで、細かいところは学校の方で相談をして頂きながら、決めて行く

ということでよろしいでしょうか。 

委員長 3 ページの３の備考欄にありますように、二つ目の項目ですね。教育計画

に関わる詳細は今後検討部会を中心に検討立案をすると言うことでご異議ご

ざいませんか。 

 

（異議なし） 

（２）統合校の教育目標策定に向けて（案） 

委員長 ありがとうございました。では、事務局案の通り進めさせていただくこと

とします。 

 次に議事「（２）統合校の教育目標策定に向けて（案）」について、事務局の

説明をお願いします。 

事務局  資料に基づいて説明。 

基本方針として、現在の大井小、師崎小の校長先生を中心に新しい学校の

教育目標についても、協議して策定をして頂くということお願いしたい。日

程としては、次回 10 月 28 日の再編委員会で案として策定し、新しい学校の
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校長先生が決まったところで、校長先生の考えで決定ということになってい

くと思いますが、案の策定についてはこのように進めていきたいと考えてい

ます。 

委員長 ただ今、事務局から説明がありました。統合校の教育目標策定に向けて（案）

について、ご意見、ご質問がありましたら、発言をお願いします。 

 

（意見・質問なし） 

委員 特にご質問等ないようですので、統合校の教育目標策定に向けて（案）に

ついて、事務局案の通りに進めることについて異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

委員長 異議なしの声がありましたので、統合校の教育目標策定に向けて（案）に

つきましては、事務局案の通りに進めさせて頂くこととします。 

４ 確認・依頼事項 

委員長 それでは、つづきまして、「４ 確認・依頼事項」について、事務局の説明

をお願いします。 

事務局 委員さんの手元に第３回の再編委員会の会議録をお配りしております。 

大変遅れまして申し訳ございません。また、内容につきまして確認をして

いただきまして、もし何か修正等ありましたら、８月１０日までに学校教育

課までご連絡をください。もし、これで承認していただければ、特にご連絡

等は要りませんのでよろしくお願いをします。内容につきましては要点等を

まとめた会議録になっておりますので、よろしくお願いします。以上です。 

委員 次回の案に載っていることについて、要望をお願いします。 

確認事項として、みさき小学校という校名候補は、9 月 22 日の町議会最終日

に決議されてそこで決まるのか、それからまだいろんな条例とか、いろんな

ことをやっていくからまだ先なのか、それについて分かっていれば教えてく

ださい。 

もう一つは要望で、先ほど教育計画担当の方から部活動について、その統

合小学校のことについてはありましたが、南知多町教育委員会として、中学

校の部活動を含めた今後の南知多町の小中学校の部活動のあり方について是

非お示しをいただきたい。令和 4 年、令和 5 年、令和 8 年、令和 10 年、そ

ういった先を見通して、それによってこの統合小学校の部活動のあり方につ

いて、お示しを頂きたいと思います。以上です。 

事務局 まず、1 点目の校名決定につきましては、A3 の資料にも書いてございます

が、9 月議会の最終日で決定を受けましたら、正式にみさき小学校となりま

す。それ以降の手続き等はありません。議会でご承認を頂ければ、みさき小

学校の校名となります。 

事務局 南知多町の小中学校の部活動のあり方と言うことで、現状ですと部活動を
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直ちにやめてしまうと、社会体育としての受入体制がうまく作れていないと

ころがあるので、そのあたりを社会教育課と連携をしながら整備を始めてい

るところであります。次回の再編委員会でどこまで、ここまで進みましたと

言うことをどれだけ説明させて頂けるか分かりませんが、そのような動きを

させて頂いておりますので、再編委員会や校長会でもお伝えできることは、

ご報告をさせて頂きます。 

委員長 ほか、いかがですか。ないようですので、それでは、進行の方に司会をお

返しします。 

よろしくお願いします。 

司会 

（教育部長） 

議事進行ありがとうございました。 

次回の再編委員会の日程は、１０月２８日 午後６時３０分に南知多町役

場で実施いたします。 

それでは、本日の第４回目の再編委員会はこれで終了といたします。あり

がとうございました。 

 


