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４校統合協議会 第６回会議録（要旨） 

日 時：令和４年４月１４日（木） １９：００～２０：３０ 

場 所：まいピア高田 多目的ホール 

出席者：委員３１名（欠席５名） 事務局１０名 傍聴者１名 

 

１ 次第 

（１） 開会 

（２） 会長あいさつ 

（３） 教育長あいさつ 

（４） 報告事項  

（１） 委員の交代について 

（２） 高田小学校建設工事の安全祈願祭について 

４校統合協議会の周知状況等について 

（３） 各専門部会報告 

（５）協議事項 

議事 ○協議第１２号 放課後児童クラブについて 

○協議第１３号 スクールバスの運行について 

〇協議第１４号 標準服の選定について 

〇協議第１５号 校歌の選定について 

（６） その他 

（７） 次回協議会の開催日程について 

（８） 閉会 

 

２ 会議内容 

１ 開 会 

教育総務課長 本日は、ご多忙の折ご出席いただきありがとうございます。 

本日の会議には、４名の委員より欠席の届がありましたのでお知らせします。 

それでは、「開会のことば」を、目野副会長、お願いします。 

目野副会長 【開会のことば】 

２ 会長あいさつ 

教育総務課長  続きまして、末吉会長、ごあいさつをお願いします。 

末吉会長 【会長あいさつ】 

教育総務課長 ありがとうございました。 

３ 教育長あいさつ 

教育総務課長  続きまして、待鳥教育長より皆様にごあいさつを申し上げます。 

待鳥教育長 【教育長あいさつ】 

教育総務課長  それでは、早速議事の方に入っていきたいと思います。ここからの議事について

は、会長より進行いただきたいと思います。よろしくお願いします。 



2 

 

末吉会長 それでは、お手元に配布しておりますレジュメに沿って進めてまいります。 

４ 報告事項 

（１）委員の交代について 

末吉会長 「４ 報告事項」です。 

まず、「（１）委員の交代について」となっております。事務局より報告をお願いし

ます。 

事務局 【委員の交代について報告】 

末吉会長 ありがとうございました。それでは、新しく委員となられた皆さんより、それぞれひ

と言ずつごあいさつをお受けしたいと思います。 

委員 【自己紹介】 

末吉会長 それでは、次に、「（２）事務局報告」となっております。 

事務局より報告をお願いします。 

（２）高田小学校建設工事の安全祈願祭、４校統合協議会の周知状況等について 

事務局 【事務局説明】 

末吉会長 皆さんからのご質問等をお受けしたいと思います。 

何かございませんでしょうか。 

質問はないようですので先に進みたいと思います。 

（３）各専門部会報告 

末吉会長 前回の統合協議会以降、各専門部会でそれぞれ協議をいただいております。

お手元には「会議結果概要報告書」が配布されておりますが、各部会長より簡単

に報告いただきたいと思います。質問については全ての部会報告終了後にまとめ

てお受けしたいと思います。では、組織部会長から順に報告をお願いします。 

伊藤組織部会

副部会長 

【組織部会の報告】 

末吉会長 次に、通学安全部会よりお願いします。 

足達通学安全

部会長 

【通学安全部会の報告】 

 

末吉会長 次に、総務部会よりお願いします。 

髙田総務部会

長 

【総務部会の報告】 

 

末吉会長 ありがとうございました。最後に学校運営部会長よりお願いします。 

成清学校運営

部会長 

【学校運営部会の報告】 

 

末吉会長 ありがとうございました。ただ今、４部会より報告をいただきましたが、皆さんから

ご質問、ご意見等がありましたらお願いします。 

ないようですので次に進めさせていただきます。 

５ 協議事項 

議事 
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○協議第１２号 放課後児童クラブについて 

末吉会長 「協議第１２号 放課後児童クラブについて」、事務局より説明をお願いします。 

事務局 【事務局より説明】 

末吉会長 ただ今の説明について、何かご質問等はございませんでしょうか。 

委員 現在４校で何名の児童が放課後児童クラブを利用されているのでしょうか。また

増設ということですが、給食室跡地になると既存の施設と離れてしまって、新校舎

の方に近いのかなと思いますが、どういった感じなのでしょうか。 

子ども子育て

課長 

児童の数ですが、現在３クラブございまして、定員ベースでいきますと１５０人に

なります。ただ、今のところ保育の必要性の部分で、現実は１５０人に満たっており

ません。それから増設を予定している建物ですが、屋根といいますか、雨を防げる

ような形で重ね合わせて、東隣に作っていくことになります。 

末吉会長 よろしいでしょうか。 

委員 もう１点お尋ねします。建物は何階建てになるのでしょうか。 

子ども子育て

課長 

平屋を予定しております。 

委員 やはりお願いしたいのは、学習の状況であるとか、まだ想像が付かない部分はあ

りますが、日当たりの面とか、子ども達がどんな動きをするかとか、いろんな事を考

えて建設していただきたいと思います。 

子ども子育て

課長 

場所については、前年度まで学校の方ともだいぶ協議をさせていただいまして、

前校長から日当たりの問題、特に風通しの問題については、十分配慮をしてもらい

たいという事で、私どもの方にも伝わっております。予定ではありますが、新しく建つ

放課後児童クラブの目の前には、校舎のトイレがくる形で設計をお願いしております

し、高さの方も天高２．５メートルということで、標準ギリギリくらいの形で設計をして

おります。設計業者には、学校の方に日当たりの面での影響は出ないよう設計をお

願いしてります。そのような経過でございますので、ご理解をお願いします。 

末吉会長 よろしいでしょうか。 

委員 はい。 

末吉会長 他に何かございませんか。 

委員 ７５％の方が賛成だったという事ですが、残りの２５％については反対のご意見

等があったのではないかと思いますが、その辺りはいかがでしょうか。 

子ども子育て

課長 

７４％になりますが賛成ということで、あと１４％の方が分からない、なるべくなら

統合しない方がいいという方が１１％、統合しない方がいいという方が１％という状

況でございました。自由筆記も設けた上でのアンケートを取りましたが、やはり定員

への不安や距離が長くなりますのでお迎えの時間への影響、児童数が増えること

でトラブル等が増えやしないかという不安が一番主な理由でございました。 

委員 放課後児童クラブを作った大きな理由は、以前は専業主婦も多く、子どもが産

まれたら女性は仕事を辞めるべきとか、そういった時代がありました。皆さんお仕事

をされているわけですので、今までは近いところでしたし、自分が間に合わない時は

ご家族でお迎えに行かれたりしていたと思います。今後は遠くなるわけですので、い
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ろんな反対意見があったのではないかということでお尋ねしましたが、そこまでは掘

り下げて聞かれなかったということでしょうか。 

子ども子育て

課長 

お迎えの時間については、別項目でアンケートを取っております。１０４名の方に

配布して８３名の方から回収しております。その中で完全に間に合わないと回答さ

れた方が１名、もう 1 名は間に合わない場合があるという書き方をされておりまし

た。今後、実際に保護者を対象に説明会等を開催していきますので、意見を伺っ

ていきたいと考えております。 

委員 統合したことで皆さんが困ることのないよう進めていただきたいと思います。 

末吉会長 他にはございませんでしょうか。 

ないようでしたら、採決に移りたいと思います。 

「協議第１２号 放課後児童クラブについて」賛成される方は拍手をお願いしま

す。 

 【 拍 手 】 

末吉会長 ありがとうございました。「協議第１２号 放課後児童クラブについて」は承認され

ました。 

それでは次へ進みます。 

○協議第１３号 スクールバスの運行方法について 

末吉会長  続きまして、「協議第１３号 スクールバスの運行方法について」説明をお願いし

ます。  

事務局 【事務局説明】 

末吉会長 ただ今の説明について、何かご質問等はございませんでしょうか。 

委員 現時点での緩和が必要な地域ということで鷺山、昭和開があがっていますが、

開小学校の他にこの辺りに１か所停留所を設けていただくという事で理解してよろし

いでしょうか。 

事務局 その方向で検討しております。実際の場所につきましては、学校等のご意見も含

めて決定していきたいと考えております。 

委員 開校区については小学校の他にもう１か所ということでいいということですね。 

事務局 原則は３小学校ですが、緩和が必要な地域という事で考えておりますのが開校

区の一部になりますので、開校区は２か所という形になります。 

委員 分かりました。 

末吉会長 他にはありませんか。 

ないようでしたら、私の方から１つお尋ねしてよろしいでしょうか。バスの車庫を各

小学校にするということですが、小学校に夜間バスを停めておくけれど、誰もいない

ということですよね。そういう中で何かあった時はどうなりますか。例えば何かされた

りとか、タイヤがパンクしていた場合に、バスを運行している事業所でならすぐにパ

ンク修理もできますが、運転手だけでは対応が難しいと思いますので、そういう場

合は運行不能になってしまうのではないでしょうか。 

事務局 桜舞館や瀬高小におきましても、現在学校が車庫になっております。学校の方

は門は閉まっておりますが、もちろん入ることは可能な状態です。考え方は同じに

なりますが、朝の車両点検等で異常があれば対応できるように、ドライバーさんの

方で車両点検も含めてお願いするという考えを基本としておりますので、現在の桜

舞館、瀬高小と大きな変わりはないと考えているところです。 
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末吉会長 今までもそういう事はないということだと思いますが、私もバスの運転手をしてい

ましたので、朝点検するとパンクしていることもかなりありましたので、各事業所であ

れば代車を使うとか、整備場に持っていくとか、すぐタイヤを交換するとかできます

ので時間に間に合います。しかし、こういう場合はどうなるのだろうかと少し心配に

なりましたので、お尋ねしました。何もないようにしなければいけないとは思います

が、今まで何もなかったということですので、これからもないということでしょうかね。 

事務局 現在も、例えばタイヤがパンクしていたとしてもすぐに交換とかはできないと思い

ます。機材等もありませんのですぐの交換というのは難しいと思いますが、契約しま

す委託会社がございますので、そちらから代車を手配いただくというのは基本にな

ると思います。そいった対応も含めた委託契約を行いたいと考えているところです。 

末吉会長 分かりました。他に何かありませんか。 

委員 岩田小学校の敷地にバスを置くことになると思いますが、ご存知のように岩田小

学校は丘の上にありますので、バスをどこに置くのかということと、バスのサイズは大

型なのか、あるいは中型なのでしょうか。 

事務局 バスについては２９人乗りの中型、マイクロバスを予定しております。岩田小学校

の坂については登るかどうかの検証は一度行っておりますが、子ども達が乗った状

態を想定して再度検証したいと考えております。また、バスを停める場所につきまし

ては、具体的な検証が必要とだと思いますが、今のところは体育館の横か、できれ

ばグラウンドまで上げたいと考えております。体育館の所まで上がることは検証して

おりますが、グラウンドまではまだ検証できておりませんので、そこまで上がるようで

あればグラウンドの方を車庫に設定したいと考えております。 

委員 分かりました。ありがとうございました。 

末吉会長 他にはございませんでしょうか。 

ないようでしたら、採決に移りたいと思います。 

「協議第１３号 スクールバスの運行について」賛成される方は拍手をお願いし

ます。 

委員 【 拍 手 】 

末吉会長 ありがとうございました。「協議第１３号 スクールバスの運行について」は承認さ

れました。 

それでは次へ進みます。 

事務局  部会長、１点お伝えしてもよろしいでしょうか。スクールバス運行につきまして、委

員の皆様にご承認いただきましたので、今後統合協議会だより等にて周知をはかり

ますとともに、４校区の保護者に向けた説明会を開催してまいります。できるだけ早

い時期にと考えておりますが、学校を通じてご案内の通知等を差し上げたいと考え

ておりますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

○協議第１４号 標準服の選定について 

末吉会長 続きまして、「協議第１４号 標準服の選定について」説明をお願いします。  

事務局 【事務局説明】 

末吉会長 ただ今の説明について、何かご質問等はございませんでしょうか。 

委員 今朝の新聞に学生服が高いというような記事が載っていたように思いますが、こ

れは見込みの金額という事ですが、高くなるという事はあり得るのでしょうか。それ

から、冬服のようですが、夏服や体操服はどうなっているのでしょうか。その辺りも
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含めると結構な金額になると思いますし、子どもさんが２人、３人といらっしゃるとこ

ろは大変だと思います。 

事務局 想定販売価格というのがいつまで保証されるのかということですが、はっきりした

ことは申し上げられませんが、一旦今お示しいただいている金額が想定される販売

価格という事でご理解いただきたいと思います。 

末吉会長 おそらくこれより下がることはないということでしょう。 

事務局 今ご質問いただいたのは、現４校の標準服の価格に比べて高くなっているという

ことだったのでしょうか。 

委員 現在の４小学校の標準服の価格と比べてとかいうことではなく、この想定販売価

格が上がることは想定されるのか、その辺りはどのような交渉をされているのかと思

いました。 

事務局 ご参考になればと思いますが、実際、瀬高小の標準服は瀬高小学校が開校し

て１年程経った後に、どうしても販売価格を上げさせていただけないかと、メーカー

さんの方からご相談があったと聞いております。それに関しては、１年後というあまり

にも短期間での価格変更でしたので、学校の方から交渉されて、価格を少なくとも

３年程は据え置いていただきたいというお話をされたと聞いております。今回もメー

カーさんからのプレゼンテーションを受ける中で、部会員の中にはそういった実情を

ご存知の学校の先生方もいらっしゃいましたので、価格はこの価格で続けていただ

けるんでしょうか、急に上げたりされることはないのでしょうかというご質問が出ており

ました。メーカーさんの方からは、ずっとこの価格でという保証はできませんが、ここ

５年、１０年は提示された価格を保っていきたいというようなご回答はいただいてお

ります。ただ現状、社会情勢が目まぐるしく変化しておりますので、いろんな物価高

が起こっております。イレギュラー的なものが起こった場合には、この限りではない

かもしれませんが、教育委員会としてもメーカーさんの方にご相談しながら進めて

いきたいと考えております。それから夏服に関してですが、この写真のブレザーの

下にはポロシャツを着ております。保護者の方にアンケートを取った際に、冬場にも

対応できるよう長袖のシャツも用意して欲しいというご意見がありました。着用して

いるものは長袖のポロシャツになっていたと思いますが、夏場には白い半袖ポロシ

ャツを検討しております。白いポロシャツに半ズボン、長ズボン、スカートになりま

す。ただ、こちらの生地はあくまで通年用ということでお願いしておりますが、実際桜

舞館では通年用ということで準備しておりましたが、スカートはプリーツがある分どう

しても暑かったということで、同じ柄で夏用の生地で作られたという経過がございま

す。瀬高小に関しては冬、夏に関わらず同じ生地のものを着用されているとお伺い

しておりますので、その辺りは、統合後にPTAの方からそういったご意見が挙がって

くれば順次対応したいと考えております。最後に、体操服に関しては学校運営部会

長よりお答えいただいてよろしいでしょうか。 

学校運営部会

長 

 ４校の方で体操服、エプロン、赤白帽子については、今年の新１年生から購入で

きる形で決めて、販売いただいております。今年の１年生からグリーンのエプロンを

着用している状態になっています。 
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末吉会長 よろしいでしょうか。 

委員 はい。 

末吉会長 他には何かありませんか。 

委員 生地の素材は何でしょうか。洗濯できるのかどうかお尋ねします。 

事務局 こちら仕様書を作成した時点で、ご自宅で洗えるということを前提に進めておりま

すので、ウォッシャブルの生地をご用意いただいております。素材はミランザストレッ

チ ポリエステル１００％という生地になります。 

委員 体操服とエプロンと赤白帽子でいくらくらいになりますか。 

学校運営部会

長 

その資料を持ってきておりませんので、また後日お伝えします。 

末吉会長 回答は後日という事でよろしいでしょうか。 

委員 大丈夫です。 

末吉会長 他には何かございませんか。 

ないようでしたら、入学式の後に、保護者の方から相談がありますということでお

話されたことを、参考までにここでお伝えしたいと思います。特に学校の先生方に

聞いていただきたいと思います。今年度の新入生が新しい標準服を着て通学して

いますが、１年で買い替えないといけないと言われました。もったいないし、経済的

に負担も大きいので、どうにかならないだろうかという相談だったと思います。今の

標準服で高田小学校に通っていいんですよと言いましたところ、親としてはみんな

がブレザーを着ているのに自分のところだけ学ランやスモッグでは可哀そうだし、子

ども達がいじめられはしないかとか、子どもがこんな格好では学校に行きたくないと

言いやしなかと心配されていたようです。いじめがあったり、そういう事はないと思い

ますが、その辺りを学校の方でも目配りをしていただくならと思います。私達からす

れば今の標準服でいいと思いますが、親御さんたちにしてみれば心配があるのでし

ょう。その辺りをかなり心配されているようでしたので、ぜひそういうことがないように

学校でも気を付けていただければと思います。よろしくお願いします。 

他には何かありませんか。 

委員 末吉会長の意見を聞いていて思いましたが、多分上着をずっと着ているというよ

りは、ポロシャツを着ると思いますが、例えばそう高くないのであれば、混合という

か、下は前の標準服に上はポロシャツとか、臨機応変に対応できるのかどうか、お

尋ねします。 

事務局 部会の方では、保護者の経済的負担を考えて、まずは令和５年度新入生から

新しい標準服を定めさせていただきました。もちろん買替を妨げるものではありませ

んが、基本的には統合時に２年生から６年生の在校生については、もともとの標準

服を着用いただきながら、ただサイズアウトしてくればそういったタイミングでの買替

ということで協議してきております。また今後説明会を開催したり、統合協議会だよ

りでも周知をはかっていきたいと考えております。ただ、今までに桜舞館や瀬高小

で、そういった標準服が混在することによってのいじめとかトラブルは聞いておりませ

ん。もちろん体操服もバラバラです。子ども達は事前の交流事業等を通じ、服装は

多少バラバラでもみんな仲良く過ごしてきておりますし、むしろ開校時には新標準

服は１年生だけになりますので、少数派になります。徐々に移行するような体制を
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取っていきたいと思いますので、もし委員の方へ一般の保護者の方からご相談等

があった場合には、今申し上げたように過去においても問題はあっておりませんし、

無理に新しい標準服を全員買替えなさいという考えはないということでお伝えいた

だきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

末吉会長 他に何かございませんか。 

ないようですので、採決に移りたいと思います。 

「協議第１４号 標準服の選定について」賛成される方は拍手をお願いします。 

委員 【 拍 手 】 

末吉会長 ありがとうございました。「協議第１４号 標準服の選定について」は承認されまし

た。 

それでは次へ進みます。 

○協議第１５号 校歌の選定について 

末吉会長 続きまして、「協議第１５号 校歌の選定について」説明をお願いします。  

事務局 【事務局説明】 

末吉会長 ただ今の説明について、何かご質問等はございませんでしょうか。 

委員 要望という言葉がありましたが、どんな要望を出されたのか教えてください。 

事務局 私の方からの説明が分かりにくかったかもしれませんが、恵理佳さんの方から出

来上がってくる校歌を、まず５月の総務部会で皆さんにお聴きいただこうと考えて

おります。そこで皆さんの方から、こんな曲調にして欲しいとか、こんな言葉を入れ

て欲しいとか、いろんなご要望が出ると思いますので、そういった皆さんからのご要

望という意味でございます。 

委員 子どもが校歌をピアノで弾いて歌うわけです。例えばシャープやフラットいっぱい

あったりとか、演奏が難しかったりとかしないように、簡単にして下さいという要望を

恵理佳さんに出されたわけではないということですね。 

事務局 実際に恵理佳さんとお打ち合わせする中で、今までの瀬高小や桜舞館小の校

歌について、実際音楽の先生とかが聴かれてた時に、これは子どもさんが弾くには

難しいとか、歌うにしては転調というのでしょうか、曲調が急に変わってしまうとかそ

ういったご意見をいただいた経過がありましたので、その部分は恵理佳さんの方に

もお伝えしてりますし、恵理佳さんの方からも子どもさん達が歌う歌という事で考え

ていいのかという確認をもらっておりますので、ご理解いただいていると思います。も

ちろん聴いていただいて、音楽の先生がいらっしゃるか分かりませんが、そういった

面からもご要望いただければお伝えしていくこともできようかと思います。 

末吉会長 他に何かございませんか。 

ないようですので、採決に移りたいと思います。 

「協議第１５号 校歌の選定について」賛成される方は拍手をお願いします。 

委員 【 拍 手 】 

 ありがとうございました。「協議第１５号 校歌の選定について」は承認されまし

た。 

それではこれで協議事項を終了します。 
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６ その他 

末吉会長 続きまして、「６ その他」でございます。事務局から何かありませんか。 

事務局 【配布資料の確認】 

末吉会長 皆さん方から何かありませんか。 

７ 次回協議会の開催日程について 

末吉会長 それでは、次回の開催日程について事務局よりお願いします。 

事務局 次回は６月１６日（木）１９時から、この場所で開催いたします。 

末吉会長 次回は６月１６日（木）１９時から、この場所でお願いしたいと思います。それで

は、以上をもちまして、第６回４校統合協議会の議事を終了いたします。ご協力あ

りがとうございました。 

８ 閉会 

教育総務課長 どうもありがとうございました。委員の皆様には長時間にわたりご審議いただきまし

てありがとうございました。 

 最後に、「閉会のことば」を、鳥巣副会長、お願いします。 

鳥巣副会長 【閉会のあいさつ】 

 


