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第２回 

新校準備会を 

開催しました。 

平成２６年５月１４日に第２回新校準備会を北沢タウ

ンホール１１階 らぷらす研修室にて開催しました。 

会では、各部会長等より各部会における現在の検討

状況を報告していただくとともに、現東大原小学校敷地

に建築する新校舎に関して、「新校新築基本構想検討

委員会」における検討状況を区担当課よりご報告しまし

た。 

  
 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

※「新校準備会だより 第１号」や、学校統合に関するこれまでの経緯は、世田谷区ホームページよりご覧いただけます。 

トップページ＊子ども・教育→小・中学校→教育環境の充実→学校の適正規模化・適正配置  

 
 
 

■第１部会（教育・学校運営の基本方針等検討部会） 

第１回目の部会では、各学校における取り組みの概要の報告を行い、今後の進め方について検討しまし

た。第２回目では区立小学校として必要不可欠であるもの、３校が大切にしていることなどを確認しました。 

今後も、区立小学校としてのスタンダードであるべき、学校の骨組みである部分を話し合っていきます。 

また、統合にむけ、児童が安定した気持ちで新校のスタートが切れるような連携についても考えていきます。 

 

■第２部会（校名・校章・校歌、メモリアル等検討部会） 

第１回目の部会では、検討の参考とするために、アンケートを今後実施し、新校にふさわしい新たな校名を

選定することとしました。また、校章・校歌についても、新校への思いを反映させるためにアンケートを実施し、

実際の制作は専門家に依頼することとしました。 

第２回目では、アンケートの対象者や提出方法、項目などの内容を議論しました。アンケートは４月２４日

～５月１３日の期間で実施しました（Ｐ２に記事あり）。 

 

■第３部会（ＰＴＡ活動等検討部会） 

第１回目の部会では、新校におけるＰＴＡ活動の概ねの方向性を決めること、および、各学校のＰＴＡが関

係している行事の中で、新校においても引き続き行うことが想定されるものや、新校開設までの交流行事に

ついて検討すること、の２点が検討事項であることを確認しました。 

第２回目では、新校における大まかなＰＴＡ規約案を検討しました。 

 

■第４部会（通学区域・通学路の安全対策検討部会） 

第１回目の部会では、新校の通学区域は３校の現在の通学区域を合わせた形を基本としつつも、本部会

での検討の結果、見直しが必要となれば、それを受けて教育委員会でも検討していく、ということを確認しまし

た。まず小学校の通学区域を平成２６年秋頃を目途に検討し、その後中学校の通学区域や通学路の安全

対策についても検討していきます。 

第２回目では、未就学児保護者の皆様のご意見を広く伺うため、アンケートを実施することとしました。アン

ケートは４月２４日～５月１３日の期間で、関係する幼稚園や保育園等の保護者を対象に実施しました。 

 

各部会からの報告内容 それぞれの部会より、これまでの検討状況を ご報告していただきました。 
（※部会長・副部会長の紹介はＰ３をご覧ください） 

 

新校準備会だより 
 

世田谷区教育委員会事務局 学校適正配置担当課 

守山小学校・東大原小学校・北沢小学校 平成２６年７月発行 
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新校の校名・校章・ 

校歌についての 

アンケートを実施しました。 

新校の校名や校章、校歌等については、第２部会（校

名・校章・校歌、メモリアル等検討部会）において検討を進

めているところです。その中で「学校関係者・地域の皆様

から広くご意見やアイデアをいただいて、検討の参考とした

い」との意見があり、アンケートを実施しました。 

現在、集計結果を基に検討を進めているところですが、

ここでは回答の多かった校名案の一部をご紹介します。 

 

 

 

 

校名案（多かった順） 理由（主なもの） 

下北沢小学校 

・下北沢にあるから。 

・下北沢駅の近くにあるから。 

・知名度が高いから。 

大原小学校 ・地名より 

北斗小学校 ・「北斗の学び舎」より 

下北小学校 
・下北沢にあるから。 

・下北沢駅の近くにあるから。 

さくら小学校 

・かわいいから。 

・合併する３校の校章の形がさくらの花を 

モチーフにしているから。 

その他 

校名を合体させた校名 
例）東守沢（ﾋｶﾞｼﾏﾓﾘｻﾞﾜ）小学校 

雰囲気を表した校名 
例）下きたざわなかよし小学校 

自然に関する校名 
例）緑小学校 

その他 
例）新大原小学校 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

第２部会 

（１）実施期間  平成２６年４月２４日～５月１３日 

（２）アンケート対象 

３校（守山小、東大原小、北沢小）の児童・保護者・

学校関係者（学校運営委員会、学校協議会の委

員の方）、関係する保育園・幼稚園・こども園の保護

者、北沢中・梅丘中の生徒・保護者、３校の卒業

生、３校の通学区域内在住の方 

（３）回収枚数  １７９枚 

校章のアイデアとして寄せられたイラストの一部 
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池上部会長（守山小学校 校長） 

 第１部会の部会長に選任されました、池上京子です。 

第１部会の検討内容は、学校の教育・運営の基本方針等に

ついてです。平成２８年４月に新しい学校としてスタートを切る学校が、スムーズな教育

活動を進められるように、準備していきたいと考えています。特に子どもたちにとって、

この統合の判断がよかったといえるように準備したいと、部会のメンバー全員で、努力し

ていきます。よろしくお願い致します。 

片山副部会長（東大原小学校 校長） 

第１部会の副部会長に選任されました、東大原小学校長 片山裕治です。部会長の守山

小学校長池上京子先生の意を体して、第１部会を滞りなく円滑に推進できるよう尽力して

参ります。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

西川部会長（守山町会 会長） 

第２部会の部会長に選任されました西川進です。 

第２部会では校名・校章・校歌について検討しています。

皆様に愛される学校になるよう、部会員の方々と一緒に話

し合って、新しい学校にふさわしいものにしたいと思って 

います。よろしくお願い致します。 

増田副部会長（主任児童委員） 

第２部会の副部会長に選任されました、主任児童委員の増田ひろみです。 

地域に愛される新学校設立にむけ、西川部会長を補佐し、第２部会をスムーズに進められま

すよう努めてまいります。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

手嶌部会長（民生児童委員） 

 第３部会の部会長に選任されました手嶌きみ子です。 

第３部会では、三校のＰＴＡ活動等の検討をしています。規

約対照表を参考にし、又、新校において児童・保護者が意欲

的に取り組める学校になれますようＰＴＡ関係の行事も大切

にして部会員の方々としっかり話し合いをしたい所存です。よろしくお願い致します。 

前川副部会長（守山小学校 ＰＴＡ会長） 

第３部会の副部会長に選任されました、守山小学校ＰＴＡ会長の前川亜美です。 

微力ではございますが、手嶌部会長を補佐させて頂き、部会の皆様と共に、今の時代に合

ったPTA活動を検討していきたいと考えております。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

福島部会長（青少年委員・青少年新代田地区委員会会長） 

今回、第４部会部会長を引き受けることになりました

福島です。現在だけでなく、未来の子ども達が通いやす

く、安心出来る通学区域・通学路という視点を忘れずに、

いろいろな角度からの意見を十分検討した上での方向性

が出るよう、皆様のご協力をお願い致します。 

遠藤副部会長（大原北町会 会長） 

第４部会の副部会長に選任されました、大原北町会会長の遠藤幸一です。新校の開設に

向けて、福島部会長を補佐しながら、円滑に話し合いを進めていきたいと思います。よろ

しくお願い致します。 

部会長・副部会長からの挨拶 

第１部会（教育・学校運営の基本方針等検討部会） 

第２部会（校名・校章・校歌、メモリアル等検討部会） 

 

  

第３部会（ＰＴＡ活動等検討部会） 

第４部会（通学区域・通学路の安全対策検討部会）  
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笹岡　正 代田東町会　会長 前川　亜美 守山小学校ＰＴＡ　会長
礒崎　元彦 代田南町会　会長 元田　雅子 守山小学校ＰＴＡ　副会長
西川　進 守山町会　会長 鈴木　美香 守山小学校ＰＴＡ　副会長
秋元　正美○ 代田北町会　会長 古川　紫 守山小学校ＰＴＡ　前役員
恩田　孝順 大原南町会　会長 長尾　彰 守山小学校　保護者
遠藤　幸一 大原北町会　会長 網蔵　香奈子 守山小学校　保護者
額賀　安平 大原西町会　会長 佐藤　信彦 東大原小学校ＰＴＡ　会長
河野　稔 羽根木町会　会長 高木　照代 東大原小学校ＰＴＡ　副会長
玉利　久江◎ 北沢２丁目協和会　会長 松村　純子 東大原小学校ＰＴＡ　副会長
後藤　正三 北沢３・４丁目西町会　会長 畠山　愛 東大原小学校ＰＴＡ　前役員
庄司　マサエ 北沢４丁目町会副会長 渡邊　悦子 東大原小学校ＰＴＡ　前役員
福島　智子 青少年委員・青少年新代田地区委員会会長 花岡　雅子 東大原小学校ＰＴＡ　前役員
進藤　敦子 青少年委員 井上　高彰 東大原小学校　保護者
野間口　和子 青少年委員・青少年北沢地区委員会副会長 直井　弘美 北沢小学校ＰＴＡ　会長
手嶌　きみ子 民生児童委員 (新)北浪　ゆり 北沢小学校ＰＴＡ　副会長
増田　ひろみ 主任児童委員 佐藤　抄子 北沢小学校ＰＴＡ　副会長
江田　良枝 主任児童委員 長尾　弘喜 北沢小学校ＰＴＡ　家庭教育学級部長
池上　京子 守山小学校　校長 石井　隆行 北沢小学校　保護者
大類　研治 守山小学校　副校長 ※順不同　敬称略
藤田　祐子 守山小学校　主幹教諭 ◎委員長 ○副委員長
初山　正博 守山小学校　音楽教諭 （新）今年度より委員になられた方

(新)片山　裕治 東大原小学校　校長
(新)青鹿　和裕 東大原小学校　副校長
中田　玲子 東大原小学校　主幹教諭
本宮　友紀 東大原小学校　音楽教諭

(新)吉田　富雄 北沢小学校　校長
山岸　寛也 北沢小学校　副校長

(新)山田　友子 北沢小学校　主幹教諭
松岡　敬子 北沢小学校　音楽教諭
直田　益明 北沢中学校　校長
伊藤　聡保 梅丘中学校　校長

学
校
代
表

地
域
代
表

保
護
者
代
表

新校準備会委員（49名）

 
 

＜お問い合わせ＞ 

世田谷区教育委員会事務局 学校適正配置担当課 

電 話 

ＦＡＸ 

（訂正とお詫び）「新校準備会だより第１号」において、前委員の宇田川久美子様のお名前に誤りがございました。お詫びとともに訂正させて

いただきます。申し訳ございませんでした。 

 

北沢中 

北沢小 東大原小 

守山小 

松原小 

通学区域 

代田小 

通学区域 
代沢小 

通学区域 

池之上小 

通学区域 

環七 

井の頭通り 

①平成２８年４月に 

守山小と東大原小は統合 

現東大原小の改築工事期間

中（平成２８年度～２９年

度）、現守山小校舎を統合校

の仮校舎として使用する。 

②平成３０年４月に新校舎へ引越し 

改築が完了した現東大原小校舎を、

平成３０年４月より統合校の新校舎と

して使用する。 

北沢小の統合校への合流（統合） 

今後１０年程度児童数等の推移を

見極めながら統合時期を判断す

る。 

（教育委員会としては、統合により

複数学級とすることによる教育効果

の向上を早期に実現するため、新

校舎が完成する平成３０年４月に

統合校へ合流することが望ましいと

考えています。） 

① 

② 

学校統合の概要（「新校準備会だより第１号」より再掲） 


