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会議録

会 議 名 第３回 宝達志水町小学校統合準備委員会

日 時 令和４年３月２４日（水） 午後７時３０分 ～ 午後８時１５分

会 場 宝達志水町役場（農村環境改善センター）２階 大集会室

出 席 者

出席委員 ２６名

山下委員長

押水第一小学校：校長、教頭、PTA副会長、母親代表

宝達小学校：校長、教頭、PTA会長、副会長、母親代表

相見小学校：校長（副委員長）、教頭、PTA会長、母親代表

樋川小学校：校長、教頭、PTA会長、副会長、母親代表

志雄小学校：校長（副委員長）、教頭、PTA会長、副会長、母親代表

北大海第一保育所保護者会会長、中央保育所保護者会会長

欠席委員 ４名

押水第一小学校ＰＴＡ会長、相見小学校ＰＴＡ副会長、

相見保育所保護者会会長、南部保育所保護者会会長、

事務局 ４名

細江教育長

学校教育課小学校統合準備室：笠松課長兼室長、秋田次長、中橋主幹

次 第 １ 開会

２ 委員長あいさつ

３ 議事

（１）校歌について

（２）今年度の協議結果まとめ

（３）その他

４ 閉 会

会議内容 １ 委員長あいさつ

体操服や制服は子ども達が敏感に反応を示すため、慎重に協議して欲し

い。

子ども達のために、新しい校名、校歌を選んでいくという観点に基づい

き協議して欲しい。

２ 議事

（１）校歌について

（資料）【令和３年度総務部会協議結果について】

総務部会の協議内容を報告。
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旧押水中学校、旧志雄中学校の校歌を視聴。

旧中学校の校歌を、統合小学校の校歌とすることについて採決。

（採決結果） 賛成１、反対２４ ※委員長を除く。

反対多数により、旧中学校の校歌を統合小学校の校歌とはしないことに

決定。

（２）今年度の協議結果まとめ（総務部会）

① 校名について

（資料）【令和３年度総務部会協議結果について】

押水第一小学校と宝達小学校と相見小学校がひとつになる小

学校の校名について（回収資料）

樋川小学校と志雄小学校がひとつになる小学校の校名につい

て（回収資料）

～ 傍聴者退席 ～

押水地区、志雄地区それぞれに、１０候補に絞ったことを報告。

協議の内容は非公開

～ 傍聴者退席ここまで ～

４月中に小学校校名選定懇話会を開催し、１０候補から３候補に絞り込

み、町議会小学校統廃合特別委員会に報告、５月に町議会全員協議会へ１

候補として報告して内定、６月に町議会定例会で条例改正を提出し、可決

されれば確定となる。

② 制服・体操服について

（資料）（資料１）制服について

（資料２）体操服について

制服・体操服は、２校同じものに統一とする。

制服は、現在使用しているものから選定した。

体操服は、３点を選定した。４月以降各学校に３種類の体操服を展示し

て児童による投票を行い、ランキング表を掲示。

その後、保護者・教職員による投票を行い、得票数の多かったものを選

定する。

制服、体操服は、体操服決定後、町内の販売店側が販売可能となった時

点で、統合前の各学校に導入する。

黄色い帽子は、町内統一して着用することとし、キャップ型・メトロ型
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の２種類を選択可能とする。

内履きズックは、色々を基準とし、詳細は、学校教育部会で協議する。

制服、体操服の導入時期はが分かり次第、学校を通じて保護者へ案内す

る。

（３）今年度の協議結果まとめ（押水地区通学・ＰＴＡ部会）

（資料）【令和３年度通学・ＰＴＡ部会協議結果について】

スクールバスの運行について（押水地区）

開催状況について、資料に基づき事務局から説明

スクールバスの運行について、前回の準備委員会からの変更点を説明

宝達会館前を出発するバスＤについて、道路が狭い区間があり、冬場の

運行に支障があることから、中型バスをマイクロバスに変更した。

マイクロバスに変更したことで、１台のバスに乗車できる人数が減るこ

とから、バスを１台増やして、バス３台での運行とした。

１台のバスに乗車できる人数が減り、北川尻の児童が１台に乗りきれな

くなったため、北川尻のバス停を２箇所に分け、バスを２台配車すること

とした。

宝達保育所前バス停について、宝達保育所が解体されたこともあり、門

前地区のバス停の場所を、門前会館前に変更し、３台目のバスで、門前会

館前と、生鮮館チャレンジ前を運行することとした。

３台目のバスは、ハイエースをベースとした１４人程度が乗車できるマ

イクロバスよりも小さな車輌を想定している。

昨年１２月の区長説明会で出された意見に基づき協議し、「免田駅バス

停」の場所を「免田集落センター」に変更し、「上田出バス停」の場所をコ

ミュニティバスのバス停からおよそ５０ｍ北側の区の所有地に移してバ

ス停建物を設置することとした。

河原地区のバス停として「河原交差点」の他に「ネクサス」にバス停を

増設できないかとの意見があり、河原区やバスの運転手と協議して、本日

の専門部会に諮ったところ、河原区のバス停は、「河原交差点」の１か所

とすることとなった。

相見小学校の右下に水色の矢印が３本書いてある部分は、スクールバス

の一方通行を示している。今後、保護者による送迎が多くなることが予想

されることから、学校周辺の交通安全対策として、保護者が児童を送迎す

る際の学校の独自ルールとして、スクールバスと同様の方向に一方通行を

お願いすることとした。また、児童の乗降は、防災多目的広場を使用する

こととした。
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（４）今年度の協議結果まとめ（志雄地区通学・ＰＴＡ部会）

（資料）【令和３年度通学・ＰＴＡ部会協議結果について】

スクールバスの運行について（志雄地区）

開催状況について、資料に基づき事務局から説明

スクールバスの運行について、前回の準備委員会からの変更点を説明

マイクロバス１台、中型バス２台の計３台で運行する計画としていた

が、マクロバスより小さなハイエースに変更し、ハイエース１台、中型バ

ス２台の計３台で運行することとした。

区長説明会で運行時間の短縮について意見があり、部会で協議、バスＣ

の１巡目出発地点を「柳瀬北」から「南部育苗センター前」に変更するな

ど、コースや周回の順番を変更して、全体の運行時間を短縮した。

バス停の場所は前回から変更がない。

（５）その他

なし

以上



第３回 宝達志水町小学校統合準備委員会 次第

日時：令和４年３月２３日（水） 午後７時３０分

場所：宝達志水町役場２階 大集会室

１ 開 会

２ 委員長あいさつ

３ 議 事

（１）校歌について（意見聴取）

（２）今年度の協議結果まとめ

（３）その他

４ 閉 会



【令和３年度総務部会協議結果について】

【開催状況】

【報告事項】

１ 校歌について（意見聴取）

校歌について、町執行部側から旧町時代の押水・志雄中学校の校歌を小学校の校

歌として採用してはどうか提案があり、町から小学校統合準備委員会にご意見を求

めるもの。

【３月９日（水）総務部会からの意見聴取】

（押水中学校校歌）

・歌詞の単語や意味が難しい。新１年生には難しいのではないか。

・統合小学校２校で、１校は旧中学校の校歌、１校は新しい校歌となったらバラン

スが悪いのではないか。

・中学校の校歌の音域が小学生の音域に合うのか。

・新しく校歌を作った方が、元気にのびのびと歌えるのではないか。

（志雄中学校校歌）

・古い軍歌のような感じを受けた。

・メロディが歌えるのかなと思った。

・言葉が難しい。

・現志雄小学校の校歌でよいと思う。

・志雄地区卒業生だが、同窓会で小学校の校歌の方が歌えた。

・校名が志雄小学校になったら、校歌もそのまま使うとよい。

開 催 日 協 議 内 容

第１回 令和３年 ９月２９日(水)
校名の募集方法の協議、校名を総務部会で

１０校に絞り込み決定

第２回 令和３年１０月２７日(水)

統合小学校校名募集要項の確認、校名選定

スケジュールの確認、校名選定懇話会委員

の確認、制服・体操服の協議

第３回 令和３年１１月２４日(水) 制服、体操服の選考基準の協議

第４回 令和４年 １月２６日(水)

制服・体操服の選定方法について細部仕様

の調整、校歌について意見聴取（実際に音

源を聞いてから再度検討）

第５回 令和４年 ３月 ９日(水)

校名候補の選考について（１０校に選定）

校歌について意見聴取、制服・体操服の確

認



２ 校名について

（１）校名の応募数２９１件（うち押水地区２３６件、志雄地区２４１件）の中から、

１０候補に絞り込み、総務部会としての校名候補とした。

（２）選定方法は得票数の多かった校名を上位から８校を選定し、９位以下の校名の

中から２校を選定した。

【校名決定までのスケジュール】予定

４月 小学校校名選定懇話会（１０候補から３候補に絞り込む）

町議会小学校統廃合特別委員会（３候補の校名報告）

５月 町議会全員協議会（１つの候補として報告内定）

６月 ６月町議会定例会（条例改正議案の提出→可決→最終決定）

(３)小学校校名選定懇話会の委員

・副町長

・教育長

・教育委員会委員の代表

・区長会の代表２名

・小学校の校長

・小学校統合準備委員会の代表

・小学校統合準備委員会総務部会 PTA 代表（押水第一小、相見小、志雄小）

３ 制服・体操服について

（１）制服・体操服は、２校同じものに統一とし、制服については、現在使用してい

る制服の中から選定した。

体操服については、現行の体操服２点、新たなデザインのもの３点、計５点の

中から選定し、新たなデザイン３点を選定した。

（２）体操服については、４月以降各学校に３種類の体操服を展示して、児童による

投票を行い、ランキング表を掲示する。保護者・教職員から投票を行い得票数の

多かった体操服を採用。

（３）制服・体操服の販売については、体操服が決定した後に、町内の販売店側が販

売可能となった時点で、統合前の各学校において導入する。

（４）その他、黄色い帽子は町内統一したものとし、キャップ型・メトロ型の選択可

能とする。また、内履きズックは白色を基準とし、詳細については、学校教育部

会で検討する。



（資料１）
１ 制服について

２校同じ制服のものとし、イートン型（襟なし）ダブルの紺色に決定。

２ 制服の導入時期

新しい制服が決定し、町内の販売店側が販売可能となった時点から、統合前の各校において、新しい制服の導入を開始する。在校

生の児童については、保護者への経済的負担を考慮して旧制服の着用を可能とし、着用期限は設けないものとする。

３ 小学校制服

※130ｃｍサイズの税込販売価格表

４ 町内販売店

○うえの呉服店 宝達志水町免田イ 50
○こしの呉服店 宝達志水町河原ホ 15
○洋装の金守 宝達志水町今浜ヘ 312
○（株）橋詰商店・じゅん 宝達志水町荻市リ 54

学 校 制 服 上 衣 長ズボン 半ズボン スカート

新統合小学校

（２校）
１４，５０４円 ８，６９０円 ５，５３５円 ８，４９６円



（資料２）
１ 体操服について

新しい体操服として、吸汗・速乾・防汚・透け防止機能や町のイメージカラーを考慮したもの、以下の３種類を各小学校に展示し

て児童による投票を行い、ランキング表を掲示する。それを参考に保護者、教職員から投票を行い得票数の多かった体操服を採用す

る。

２ 小学校体操服 ※110～150ｃｍサイズの税込販売価格表

１案 ２案 ３案

販売価格 販売価格 販売価格

長袖トレシャツ ５，２８０円

トレパン ３，９６０円

半袖トレシャツ ２，４２０円

ハーフパンツ ３，３００円

４点セット価格 １４，９６０円（税込み）

長袖トレシャツ ４，５１０円

トレパン ３，９６０円

半袖トレシャツ ３，０８０円

ハーフパンツ ２，９７０円

４点セット価格 １４，５２０円（税込み）

長袖トレシャツ ５，０６０円

トレパン ３，６３０円

半袖トレシャツ ２，７５０円

ハーフパンツ ２，９７０円

４点セット価格 １４，４１０円（税込み）



【令和３年度 通学・ＰＴＡ部会協議結果について】

【開催状況】

※第５回は押水地区のみ。

【報告事項】

１ スクールバスの運行について

（１）押水地区 別紙のとおり

（２）志雄地区 別紙のとおり

開 催 日 議 事 内 容

第１回 令和３年 ９月２９日(水)

通学方法を決定

・相見小学校、志雄小学校は現行のま

ま変更しない。（徒歩、一部バス通

学）

・押水第一小学校、宝達小学校、樋川

小学校は、原則、バス通学とする。

第２回 令和３年１０月２７日(水)

令和７年度の児童分布、コミュニティ

バス、小中学校スクールバス、児童ク

ラブ送迎バスを参考に、運行ルート、

個別のバス停の課題について協議

第３回 令和３年１１月２４日(水) スクールバスの運行について協議

区長

説明会

令和３年１２月２０日(月)

令和３年１２月２１日(火)

令和３年１２月２２日(水)

樋川小学校、押水第一小学校、宝達小

学校校区の区長に運行計画を説明

第４回 令和４年 １月２６日(水) スクールバスの運行について協議

第５回 令和４年 ３月２３日(水)
スクールバスの運行、学校周辺の交通

安全について協議



国土地理院の地理院地図

令和４年３月２３日　第３回統合準備委員会

スクールバスの運行について（押水地区） 【公開用】

年中
年長
１年 
２年
３年
４年
５年
６年

バスＤ

中型→ﾏｲｸﾛ

１巡目

Ｆ①門前会館

門前（５人）

会館の軒先を利用

Ｄ④上田出

上田出（３人）

区有地に建物を建設

Ｄ③上田会館前

上田　（９人）

上田出（１人）

会館の軒先を利用

Ｄ①宝達会館前

宝達（２人）

会館の軒先を利用

Ｆ②生鮮館ちゃれんじ前

上田（１人）

商店の軒先を利用

押水地区統合小学校

Ｄ⑤、Ｄ⑦

Ｅ④、Ｅ⑥

Ｆ③、Ｆ⑤

バスＥ

ﾏｲｸﾛ

２巡目

Ｅ①東間

東間（５人）

始発のためバスで待機

バスＥ

マイクロ

１巡目

Ｅ②紺屋町

東野　 （１人）

紺屋町（７人）

正友　 （２人）

お寺の山門を利用

Ｄ⑥免田駅

↓

　免田集落センター

免田（１８人）　

会館の軒先を利用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バスＤ

中型→マイクロ

２巡目

1㎞

バスＦ

ﾊｲｴｰｽ

１巡目

Ｅ⑤喜多家前

北川尻（２１人）

建物を建設

Ｆ④北川尻

北川尻（１１人）

建物を建設

バスＦ

ﾊｲｴｰｽ

２巡目

令和７年度児童分布
（非表示）

（第３回、第４回通学・ＰＴＡ部会の検討内容）

　・バスＤを中型バス（４０人乗）からマイクロ（２８人乗）に変更。　

　・バス２台（Ｄ・Ｅ）に１台（Ｆ）を追加し３台に。

　・北川尻区のバス停を２箇所に分散。

　・宝達保育所前バス停を門前会館前に変更。

　・３台目のバスで、門前会館と生鮮館ちゃれんじ前を運行。

　・免田駅バス停を免田集落センターに変更。

　・上田出バス停をコミュニティバスのバス停から約５０ｍ北側の区有地に

　　移して建物を建設。

Ｄ②河原交差点

河原　（１２人）

区有地に建物の建設を検討

Ｅ③御館会館前

御館（８人）

会館の軒先を利用

ネクサス

バス停の設置を検討

スクールバス

一方通行
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スクールバスの運行について（志雄地区）

年中
年長
１年 
２年
３年
４年
５年
６年

1㎞

バスＣ

中型

１巡目

バスＣ

中型

２巡目

Ｃ②荻島

荻島（１１人）

建物を建設

Ａ⑤荻谷会館

荻谷（１人）

会館の風除室を利用

Ｃ⑤出浜

出浜（１２人）

敷波（　３人）

柳瀬（　２人）

既設のバス停を利用

荻谷（１０人）

徒歩、荻谷会館、

荻島バス停を選択

Ｃ①南部育苗センター前

敷浪（１９人）

敷波（　３人）

既設のバス停を利用

Ａ④敷浪駅

敷浪（３人）

敷波（２人）

駅待合室を利用

志雄地区統合小学校

Ａ③、Ａ⑥

Ｂ⑤、Ｂ⑨

Ｃ③、Ｃ⑦

Ｃ⑥白虎山公園

柳瀬（１７人）

既設のバス停を利用

バスＡ

マイクロ ハイエース

１巡目

（既設路線）

バスＢ

中型

１巡目

（既設路線）

バスＢ

中型

２巡目

（既設路線）

Ｃ④（新設）柳瀬北

柳瀬（５人）

建物を建設

Ｂ⑥二口　　　（３人）

Ｂ⑦杉野屋 （１３人）

Ｂ⑧菅原　　（１６人）

Ａ①走入（１人）

Ａ②向瀬（３人）

Ｂ①所司原（２人）

Ｂ②下石　 （１人）

Ｂ③新宮　 （１人）

Ｂ④散田　 （４人）
冬期・夏期とも

交差点で折り返す。

令和７年度児童分布
（非表示）

バスＡ

マイクロ ハイエース

２巡目

【公開用】

（第３回、第４回通学・ＰＴＡ部会の検討内容）

　・バスAを、マイクロ（２８人乗）からハイエース（１４人乗）に変更。

　・バスＣの１巡目出発地点を、柳瀬北から南部育苗センター前に変更。

　・バスＡとバスＣが経由するバス停を一部変更。


