
第 10 回 新通つばさ小学校開校準備委員会

日時：令和 2 年 2 月 10 日（月）午後 3 時 30 分～

会場：西区役所健康センター棟 1 階 104・105 会議室 

次  第 

１ 開会の挨拶                【梶原会長】 

２ 各部会での検討              【教育総務課】 

３ 各部会からの報告                     【各部会長】 

４ 指定通学路の交通安全対策について     【西区教育支援センター】 

５ 引越しについて               【教育総務課】 

６ 開校記念式典について           【教育総務課】 

７ 祝賀会について                            【教育総務課】 

８ その他                   【教育総務課】 

９  閉会の挨拶                                【志賀副会長】   

配布資料 

 資料１ 指定通学路の交通安全対策結果 

 資料２ 新通つばさ小学校開校に伴う立哨指導の強化について（要望） 

資料３ 総務部会資料 

資料４ 安心安全部会資料 

資料５ 地域連携部会資料 



（別紙）　新通つばさ小学校開校準備会委員名簿

NO 肩書 氏名 所属部会 備考 所属団体

1 坂井輪中学校区まちづくり協議会　会長 梶原　宜教 総務部会 開校準備委員会　会長

2 坂井輪中学校区まちづくり協議会　副会長 橋本　浩一 安心安全部会

3 坂井輪中学校区まちづくり協議会　事務局長 平井　孝志 地域連携部会

4 大野藤山自治会　相談役 増井　弘之 安心安全部会

5 槇尾新町自治会　会長 伊藤　幸雄 安心安全部会

6 輪之内自治会　会長 市川　富夫 安心安全部会

7 青葉台自治会　会長 石田　道子 地域連携部会

8 若葉団地自治会　 石田　和雄 安心安全部会

9 坂井自治会　会長 内山　健作 安心安全部会

10 西坂井団地自治会　会長 武田　敏行 地域連携部会

11 上西坂井団地自治会　会長 西山　直行 安心安全部会

12 新通自治会　会長 相川　信良 安心安全部会

13 ウィズプラザ新通自治会　顧問 船岡　征夫 安心安全部会

14 新通南自治会　会長 小林　勉 安心安全部会

15 新通地区民生委員・児童委員協議会　主任児童委員 大久保　智子 地域連携部会

16 坂井輪中学校区青少年育成協議会　事務局長 原　明彦 総務部会

17 新通小学校区子ども安全推進協議会　副会長 菊池　三男 安心安全部会

18 坂井輪中学校区スポーツ振興会　会長 渡辺　穣 地域連携部会

19 新通小学校PTA会長 志賀　泰雄 地域連携部会 開校準備委員会　副会長

20 新通小学校PTA副会長 後藤　裕寿 安心安全部会

21 新通小学校PTA副会長 新田　玲美 地域連携部会

22 新通小学校　保護者 長　智久 安心安全部会

23 新通小学校　保護者 小林　雄介 地域連携部会

24 新通小学校　保護者 登石　将士 安心安全部会

25 新通小学校　保護者 渋谷　俊男 安心安全部会

26 新通小学校　保護者 頓所　明子 総務部会

27 新通小学校　保護者 小川　厚子 総務部会

28 新通小学校　保護者 加藤　嘉奈子 地域連携部会

29 新通小学校　保護者 難波　章浩 安心安全部会

30 新通小学校　保護者 三原　茂 総務部会

31 新通小学校　校長 伊比　宗宏 総務部会

32 新通小学校　教頭 音田　和行 安心安全部会

33 新通小学校　教頭 早川　直美 地域連携部会

34 新通小学校　事務主幹 杉崎　貞雄 総務部会

35 新通小学校　教務主任 小黒　正彦 総務部会

36 新通小学校　生活指導主任 端　正充 安心安全部会

37 新通小学校　防災・安全主任 伊藤　史顕 安心安全部会

38 新通小学校　研究主任 山川　奈津子 総務部会

39 新通小学校　地域教育コーディネーター 岡崎　敬子 地域連携部会

40 新通小学校　地域教育コーディネーター 齋藤　靖子 総務部会
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新通小学校

坂井東小学校

新通小 

新通つばさ小 

坂井東小 

内野小 

笠木小（内野小認可） 

              現新通小通学路 

新たに追加する通学路

              校区線 

通学路及び校区線について 

五十嵐小 

３

２

１ 通学路として検討している市道西４－５５号線及び 

一部法定外道路の狭い部分 

【要望】 
・グリーンベルトの設置  ・道路拡幅 
・通学路に指定 

【対策】 
・現在の道路幅で市道路線に認定し,Ｔ字路を赤枠で囲む
路面標示を設置（通学路に指定へ） 

４ 大野交差点（西大通り） 

【要望】 
・交差点部分にあるショートカットする
小道と植え込みを無くし，一部歩道を
広く整備 

・街灯の設置 

【対策】 
 ・小道の植栽を伐採（縁石は現状維持） 
・街灯を設置

３ ウィズプラザ新通脇の 

西大通りへ出る道 

（市道西４－４８号線） 

【要望】 
・歩道の設置 

【対策】 
 ・ガードパイプ設置により 

歩車道を分離 

１

４

５

２ 護念寺脇の交差点 

（市道西４－４８号線）

【要望】 
・歩道の設置 

【対策】 
 ・区画線の変更により 

横断待ちスペースを確保 

※青枠   は西区で，赤枠   は西警察署で対策したもの。 

５ 学校の入口（西大通り） 

【要望】 
・信号機・横断歩道の設置 
（既存の信号機と連動） 

【対策】 
・押しボタン式信号機を設置 
・横断歩道を設置 
※横断歩道の設置に伴う道路改良[西区] 

６ ハードオフ新潟新通店前

交差点（西大通り） 

【要望】 
・横断歩道の設置 

【対策】 
・歩道間の横断歩道を設置 

６

令和２年3月時点 

５

６

３

２

１

新通つばさ小学校 指定通学路の交通安全対策 結果 
Ｒ２.２.１０ 新通つばさ小学校開校準備

委員会 資料 
開校準備委員会 資料４



令和２年１月９日 

新潟西警察署 

署長  阿部 実 様 

新通つばさ小学校開校準備委員会 会長 

新通小学校子ども交通安全推進協議会 会長 

坂井輪中学校区まちづくり協議会 会長 

梶 原  宜 教 

 新通つばさ小学校開校に伴う立哨指導の強化について（要望） 

いつも子どもたちの交通安全の確保について，ご尽力を賜り感謝申し上げます。 

ご承知のとおり，令和２年４月に開校する新通つばさ小学校には，多数の児童が徒

歩で通学する予定です。通学路の安全対策に関する地域要望につきましては，すでに

平成３０年５月１日付けで「新通小学校分離新設校開校に伴う交通安全施設の整備等

について（要望）」を提出していますが，標題のことについて，重ねて下記のとおり

立哨指導のさらなる強化をお願いいたします。 

記 

１ 要望箇所 

  右図で紫色の丸で囲っている箇所 

（西大通りと市道平島大野線２号が   

交差する地点で，土日・休日を除き， 

午前７時３０分から９時までの間，  

右左折禁止の交通規制あり） 

２ 要望内容   

登校時間帯の交通規制を守らずに

右左折する車両がおり，歩く子ども

たちの脇を走行し，大変危険です。

子どもたちの登校時（午前７時３０

から８時３０分まで）の安全確保を

図るため，警察官による立哨指導を

切に要望します。 

・４月８日から１週間：毎日 

・４月１５日以降（半年間)：週１～２回程度 

・１０月１日以降：少なくとも月３回程度 

３ そのほか 

  新通小学校区におきましても，登校時間帯に交通規制のかかっている箇所があり

ますので，併せて立哨指導の強化をお願いいたします。 

【参考】新通つばさ小学校開校準備委員会 委員名簿（裏面を参照） 



新通つばさ小学校開校準備会委員名簿 

（順不同・敬称略）

NO 肩 書 氏 名 所属団体 

1 坂井輪中学校区まちづくり協議会 会長 梶原 宜教★ 

地
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2 坂井輪中学校区まちづくり協議会 副会長 橋本 浩一 

3 坂井輪中学校区まちづくり協議会 事務局長 平井 孝志 

4 大野藤山自治会 相談役 増井 弘之 

5 槇尾新町自治会 会長 伊藤 幸雄 

6 輪之内自治会 会長 市川 富夫 

7 青葉台自治会 会長 石田 道子 

8 若葉団地自治会 石田 和雄 

9 坂井自治会 会長 内山 健作 

10 西坂井団地自治会 会長 武田 敏行 

11 上西坂井団地自治会 会長 西山 直行 

12 新通自治会 会長 相川 信良 

13 ウィズプラザ新通自治会 顧問 船岡 征夫 

14 新通南自治会 会長 小林 勉 

15 新通地区民生委員・児童委員協議会 主任児童委員 大久保 智子 教
育
関
係

団
体

16 坂井輪中学校区青少年育成協議会 事務局長 原 明彦 

17 新通小学校区子ども安全推進協議会 副会長 菊池 三男 

18 坂井輪中学校区スポーツ振興会 会長 渡辺 穣 

19 新通小学校 PTA 会長 志賀 泰雄☆ 

保
護
者

20
新通小学校 PTA 副会長 

後藤 裕寿 

21 新田 玲美 

22

新通小学校 保護者 

長 智久 

23 小林 雄介 

24 登石 将士 

25 渋谷 俊男 

26 頓所 明子 

27 小川 厚子 

28 加藤 嘉奈子 

29 難波 章浩 

30 三原 茂 

31 新通小学校 校長 伊比 宗宏 

学
校
職
員

32
新通小学校 教頭 

音田 和行 

33 早川 直美 

34 新通小学校 事務主幹 杉崎 貞雄 

35 新通小学校 教務主任 小黒 正彦 

36 新通小学校 生活指導主任 端 正充 

37 新通小学校 防災・安全主任 伊藤 史顕 

38 新通小学校 研究主任 山川 奈津子 

39
新通小学校 地域教育コーディネーター 

岡崎 敬子 

40 齋藤 靖子 

★：会長，☆：副会長 



令和２年２月１５日 

新通小学校区にお住いの皆さま 

新潟市教育委員会 

令和２年４月開校 新通つばさ小学校 

校舎見学会のご案内 

新潟市立新通つばさ小学校の開校にあたり，地域の皆さまや新通小学校の児童・保

護者の皆さまを対象とした校舎の見学会を，下記の通り行いますのでお知らせ致しま

す。 

記 

１ 日  時  令和２年４月５日（日） １３時～１５時 

２ 受付場所  新潟市立新通つばさ小学校 １階 昇降口ホール 

（新潟市西区大野 137 番地） 

※事前の申し込みは不要です。当日，上記受付へおいでください。 

※裏面の案内図・学校配置図をご参照ください。 

３ そ の 他  ・スリッパ（室内履き）及びくつ袋をご持参ください。 

        ・車での来校はご遠慮ください。 

【問い合わせ】 

新潟市教育委員会施設課 

 計画グループ 難波（なんば），小山 

 ＴＥＬ 025-226-3189 



【案内図】

【学校配置図】 

新通小学校

昇降口 

※こちらから 

お入りください。 

新潟大学前駅 

大野 

坂井

新通西

西川 新通南 

日本文理高校

信楽園病院

新通つばさ小学校

体育館 

校舎 

西大通 

グラウンド 



保護者 様 

 保護者の皆様には日頃より本市の教育行政にご理解とご強力を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

市教育委員会では、子どもたちに放課後等に安心・安全な遊び場を提供し、子

どもたちと地域の方も含めた異年齢の方と交流することなどを目的として子ど

もふれあいスクール事業を実施しています。この度、新通つばさ小学校の開校に

ともない、新通小学校と同様に新通つばさ小学校にもふれあいスクールを設置

したいと考えております。そこで、事業の実施に向けて、お子さんの参加の意向

や保護者の方の協力の可否についてアンケート調査を実施することといたしま

した。 

お忙しいところお手数をおかけしますが、ご協力いただきますようお願い申

し上げます。 

 なお、ご記入いただいた本アンケート用紙は、〇且〇日（〇）までにお子さん

を通じて学級担任までご提出ください。 

 調査についてのご質問は下記までお問い合わせください。 

新潟市教育委員会事務局 教育総務課 教育政策室  

電話：025-226-3178（直通） FAX025-230-0401 

E メール somu.ed@city.niigata.lg.jp 

【参考】新通つばさ小学校ふれあいスクール実施計画（素案） 

・週に2回、6月から3月まで年間40回程度実施 

・時間は平日の放課後であれば～16：30、土曜日であれば9：30～11：30を想定 

・利用者数は平日は70名程度、土曜日は20名程度を想定（新通小学校の実績より算出） 

・運営ボランティアは年間延べ200名程を想定（新通小学校の実績より算出） 

【参考】新通小学校ふれあいスクールの実績 

・週に2回、水曜日と土曜日に実施。6月から3月まで年間40回程開催 

・利用者数は水曜日が130～150名、土曜日は20～50名程度。 

・運営スタッフは運営主任4人、運営ボランティア（登録制）40人程、 

お手伝いスタッフ130人程 

※運営主任とは、活動の中心となって計画を立てる、当日スタッフに指示を出す人 

※運営ボランティアとは、運営主任を補助し、子どもたちの活動を見守る人 

ふれあいスクールの設置に向けたアンケート調査
ご協力のお願い 



【調査項目】 
Ｑ１ お子さんは現在何年生ですか。 

   年生 

Ｑ２ お子さんはふれあいスクールのことは知っていますか。 

（あてはまる番号１つに〇） 

 １．知っている  ２．少しは知っている ３．知らない 

Ｑ３ お子さんはふれあいスクールに参加したことはありますか。 

（あてはまる番号１つに〇） 

１．ある ２．ない 

Ｑ４ 新通つばさ小学校にもふれあいスクールの開設を希望しますか。 

（あてはまる番号１つに〇） 

１．希望する →Ｑ５～８へ   ２．希望しない →Ｑ９へ 

（Ｑ３で「１．希望する」と回答した方に質問します。） 

Ｑ５ 新通つばさ小学校にふれあいスクールが開設したらお子さんは参加し

たいですか。 

（あてはまる番号１つに〇） 

１．参加したい ２．参加したくない ３．どちらでもない 

（Ｑ３で「１．希望する」と回答した方に質問します。） 

Ｑ６ 実施日数は週に何回程度希望しますか。 

（あてはまる番号１つに〇） 

１．週に１回 ２．週に２回 ３．週に３回 

（Ｑ３で「１．希望する」と回答した方に質問します。） 

Ｑ７ 実施を希望する曜日はいつですか。 

（あてはまる番号２つまでに〇） 

１．月曜 ２．火曜 ３．水曜 ４．木曜 ５．金曜 ６．土曜 

（Ｑ３で「１．希望する」と回答した方に質問します。） 

Ｑ８ ふれあいスクールで希望する活動内容はありますか。 

（自由記載） 

例例）鬼ごっこ、なわとび、ボール遊び、オセロ、トランプ 



Ｑ９ 保護者の方はふれあいスクールのことを知っていますか。 

（あてはまる番号１つに〇） 

１．知っている ２．少しは知っている ３．知らない 

Ｑ１０ 保護者の方は何らかの形でふれあいスクールに参加したことがあり

ますか。 

（あてはまる番号１つに〇） 

１．ある →Ｑ１１へ  ２．ない →Ｑ１２へ 

（Ｑ１０で「１．ある」と回答した方に質問します。） 

Ｑ１１ 参加したことがある方と答えた方に質問します。ふれあいスクールは

楽しいですか。 

（あてはまる番号１つに〇） 

１．楽しい ２．あまり楽しくない 

Ｑ１２ 保護者の方は運営ボランティアとして手伝いをすることはできるか。

（あてはまる番号１つに〇） 

１．できる →Ｑ１３へ  ２．都合がつく日はできる →Ｑ１３へ 

３．できない →Ｑ１４へ  

（Ｑ１２で「１．できる」または「２．都合がつく日はできる」と回答した方

に質問します。） 

Ｑ１３ 運営ボランティアとして参加するなら希望する曜日は。 

（あてはまる番号２つまでに〇） 

１．月曜 ２．火曜 ３．水曜 ４．木曜 ５．金曜 ６．土曜 

Ｑ１４ ふれあいスクールで実施して欲しい行事はありますか。 

（自由記載） 

以上でアンケート調査は終了です。ご協力ありがとうございました。 



ふれあいスクール 

どんな活動をするの 


