
（別紙様式）

南知多町小学校再編検討部会の結果概要

担当名  学校運営担当部会（第２回）

開催日時  令和３年６月４日（金）午後３時２５分～５時００分

開催場所  大井小学校

出席者

 大井小学校 和田教頭

師崎小学校 都筑教頭

 学校教育課 中村指導主事 大崎学校教育係長

議題及び検討・調

整結果等の概要

・「小学校統合へ向けての進行計画（経過確認）」で、学校運営担当の

全体事務と今後のスケジュールについて説明。

・教育計画部会で、「運動会の在り方」が話題となったことを報告。運

動会開催の検討にあたって、地区との連携を両教頭に改めて依頼。

・閉校記念誌作成計画について、（案）に沿って内容確認。作成に係る

予算の説明をした。山海小学校の閉校記念誌の形式（８ページ立て）

をベースに作成することを両校了承。各校編さん委員会の内容につ

いては、ＰＴＡや地域の方の協力を得ながら学校中心に進めていく

こととした。併せて閉校記念品の内容について情報交換をした。

・校歌の作成について（案）に沿って内容確認。新しい学校名となる

ため、「新しい校歌を作成する」ことに両校了承。「来年度に間に合

うように作成できるとよいが、準備等を含めて今年度中の作成は難

しいかもしれない。」、「地域にゆかりのある作詞・作曲ができる方

を区から推薦してもらってはどうか。」との意見・提案があった。

・校章については、「大井小・師崎小の校章が似通っているため、現行

のデザインをベースに作成してはどうか。」との提案があった。ま

た、参考までに町内の小中学校の校章を示すこととした。

・その他、時間割の変更や体操服等の指定用品の扱い等について情報

共有をした。

・質疑や気付いた点など、両校、教育委員会で共有し、連携して事務

を進めていくことを確認。

会議資料

・レジュメ

・小学校統合へ向けての進行計画（経過確認）

・教育計画部会第１回（５/２５）結果概要
・閉校記念誌作成計画について（案）

・校歌作成について（素案）

・校章作成について（検討資料）

・再編委員会資料：学校運営部会第１回（５/１８）結果概要
・再編委員会資料：スクールバス経路決定に向けた日程について（案）



（別紙様式）

南知多町小学校再編検討部会の結果概要

担当名  学校運営担当部会（第３回）

開催日時  令和３年６月３０日（水）午後３時２５分～５時００分

開催場所  大井小学校

出席者
 大井小学校 和田教頭

 学校教育課 大崎学校教育係長

議題及び検討・調

整結果等の概要

・レジュメに沿い、経過を説明した。 

６月２３～２５日 学校案を基に現地調査・バス乗降場所候補

選定。候補である民有地（４か所）に内諾を得た。

・統合小スクールバス経路（案）について、レジュメに沿い、Ａ～

Ｃコースの説明をした。特に学校案とは異なる乗降場所について

説明し、５月１８日の部会で振り分けた児童（６１人）を改めて

確認した。 

・Ａコース、Ｂコースについては概ね了承。 

・Ｃコースの乗降場所について、学校発となると五郎ケ奥・塩屋

（６人）はかなり早い時間に自宅を出ることになるため、学校側

より、コース及び乗降場所変更の提案があった。 

・スクールバスの行程表については、学校に８時１０分到着で適当

であるが、３台とも到着時間が同じであると西門が混雑する恐れ

があるため、到着時間を３分ほどずらす設定変更の提案があっ

た。 

・内海小・豊浜小のバス通学の状況を報告。乗降場所の見守りにつ

いて両校ともスクールガードはついておらず、あくまでも通学団

の集合場所としての認識であることを伝えた。 

・今後は、再編委員会で経路案をお示しし、修正後、８月１８日の

ＰＴＡ常任委員会において保護者に説明を行うことを伝えた。 

会議資料

・レジュメ

・統合小スクールバス行程表（案）

・統合小バス経路（案）A～Cコース
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スクールバス経路について（案） 

R3.7.1 再編委員会 

１ スクールバス経路の考え方（第２回再編委員会で提示済） 

大井・片名地区の児童が安心・安全にスクールバスで通学するため、効率的

かつ安全な経路とする。 

  スクールバスは３台使用する予定である。児童の通学団単位及び居住地区

を考慮し、児童を割り振る。 

  バスの乗り場については、大井小学校及び原則道路沿線上とするが交通事

情により適当な待機場所が確保できない場合は、公有地及び私有地を乗り場

として使用する。 

２ 経路案作成の経過について 

○６月２３～２５日に学校案を基に現地調査を行い、バス乗降場所候補を

選定した。候補である民有地については乗降場所使用の内諾を得た。 

○６月３０日に学校運営部会を開催し、経路素案を提示。修正及び提案が

あった。 

３ 統合小スクールバス経路（案）について 別紙のとおり 

○乗降場所：統合小西門

○バスコース・乗降場所（案）

Ａ：２４人乗車 

学校（浜中・塩屋）１３人→ 漁港内（南）７人  

→農協みさき支店（片名）４人 

Ｂ：１５人乗車 

けいちゃん前（鳶ケ崎）３人→ ゲンキー前（鳶ケ崎）２人

→ 漁港内（小浜）１０人

Ｃ：２２人乗車 

学校（西・五郎ケ奥・塩屋）９人 → 西園公園前（西園）１３人

※到着時間及び集合時間については、統合小の始業時間が未定のため大井

小の時間で算定している。
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４ 経路決定までの日程 

５月 18 日  第１回学校運営部会開催   学校希望経路を聴取  

５月 24 日  第２回小学校再編委員会   部会概要報告 

経路決定に向けた日程案提出 

６月 23～25 日   ※バス乗降場所 選定・調査・交渉を実施※ 

６月 30 日  第３回学校運営部会開催   経路案素案を提示・修正 

７月１日   第３回小学校再編委員会   経路案提出 

８月 18 日  大井小ＰＴＡ常任委員会      経路案説明  

１０月下旬 第４回小学校再編委員会   経路決定・報告 

１１月頃    大井小保護者説明会       経路説明 

２月２日   統合小入学説明会      経路説明 



統合小学校バス経路（案） A コース 

②大井漁港内（南側）       ③農協みさき支店

①大井小学校 13 人 → ②漁港内（南側）7人  

③農協みさき支店（片名）4人 → ④統合小学校   合計 24 人 

① 

②

③

①



統合小学校バス経路（案） B コース 

①おかずやけいちゃん前       ②ゲンキー前 

③漁港内（小浜） 

①おかずやけいちゃん前（鳶ケ崎）3人 → ②ゲンキー前 2人 → 

③漁港内（小浜）10 人 → ④統合小学校      合計 15 人 



①

②

③ 



②西園公園前 

統合小学校バス経路（案） C コース 

①大井小学校（9人）→ ②西園公園前（13 人）→ ③統合小学校 

合計 22 人 

①

②



車　　名 備　考

7：50 大井小学校（浜中・塩屋） １３名乗車

行　き 7：55 漁港内（南） ７名

Ａ号車（片名周り） 8：00 農協みさき支店（片名） ４名

8：10 統合小学校 計　２４名乗車

7：45 おかずやけいちゃん前（鳶ケ崎） ３名乗車

行　き 7：50 ゲンキー前（鳶ケ崎） ２名

B号車（鳶ケ崎回り） 7：55 漁港内（小浜） １０名

8：12 統合小学校 計　１５名乗車

7：50 大井小学校（西・塩屋・五郎ケ奥） ９名乗車

行　き 7：55 西園公園前（西園） １３名乗車

C号車（西園回り） 8：07 統合小学校 計　２２名乗車

月曜日
一斉下校１４：５５
授業　１４：５５　１５：４０ ３台

＜最終下校時刻＞

火曜日
１４：５５　１６：５５　最終下校時刻　３台
部活なし　１４：５５　１５：４０　３台

　４月～１０月　１６：５５

水曜日
１４：５５　１６：５５　最終下校時刻　３台
部活なし　１４：５５　１５：４０　３台

町体育大会後～１１月　１６：３０

帰　り　 木曜日
１４：５５　１６：５５　最終下校時刻　３台
部活なし　１４：５５　１５：４０　３台

学習発表会後～１２月　１６：１０

（統合小発） 金曜日
１４：５５　１６：５５　最終下校時刻　３台
部活なし　１４：５５　１５：４０　３台

１月　１６：３０

・部活時は午前・午後の一往復ずつ ２月～３月　１６時５５分

・全校出校日は３台で運行

運動会等 特別運行時間

※時期により若干の変更あり

基本コース（一斉下校１４：５５下校の場合）

車　　名 備　考

14：55 統合小学校 ２４名乗車

帰り 15：02 農協みさき支店（片名） ４名下車

Ａ号車（片名周り） 15：07 漁港内（南） ７名下車

15：12 大井小学校 １３名下車

14：55 統合小学校 １５名乗車

帰り 15：10 漁港内（小浜） １０名下車

B号車（鳶ケ崎回り） 15：15 ゲンキー前（鳶ケ崎） ２名下車

15：20 おかずやけいちゃん前（鳶ケ崎） ３名下車

14：55 統合小学校 ２２名乗車

帰り 15：07 西園公園前（西園） １３名下車

C号車（西園回り） 15：12 大井小学校（西・塩屋・五郎ケ奥） ９名下車

統合小スクールバス行程表（案）

※欠席する場合は、連絡帳を近くの児童に託すか、保護者の方で責任を持って運転手に渡す。

順　　路

夏・冬季休業

※  時間どおり出発するため、５分前にはバス停に集合する。

順　　路


