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下田市立中学校再編説明会 概要（報告） 

R３.12.23 第 17回下田市立学校統合準備委員会 資料 

１ 説明会開催概要（保護者等参加人数：168人）※対象：小６から中２の保護者(初年度生徒対象) 

学 区 開催日時 開催場所 保護者等参加人数 

(１) 稲梓中学校学区 
令和３年 12 月 10 日(金) 

午後７時～午後８時 
稲梓中学校体育館 20 人 

(２) 稲生沢中学校学区 
令和３年 12 月９日(木) 

午後７時～午後８時 
稲生沢中学校体育館 41 人 

(３) 下田東中学校学区 
令和３年 12 月２日(木) 

午後７時～午後８時 
下田東中学校体育館 52 人 

(４) 下田中学校学区 
令和３年 12 月７日(火) 

午後７時～午後７時 50 分 
下田中学校体育館 55 人 

２ 市側出席者、配付資料及び説明会次第 

（１）市側出席者 

学校教育課：糸賀課長、土屋(大)参事、土屋(仁)課長補佐、原係長、檜山指導主事、外岡技師 

（２）配付資料 

・下田市立中学校再編資料（令和３年 12月 下田市教育委員会学校教育課） 

（３）ヒアリング次第 

  ① 開会 

  ② 学校教育課長挨拶 

  ③ 資料概要説明（30 分程度） 

  ④ 質疑等（30分程度） 

  ⑤ 閉会 

３ 配付資料について 

下田市立中学校再編説明資料

令和３年12月 下田市教育委員会学校教育課

 

資料４ 
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１ 統合準備委員会第三次答申について(R3.3.22)【通学方法等】

下田市立中学校の学校統合について（第三次答申）

２ 新中学校通学方法等について

新中学校の通学方法等については、次のとおりとすること。

(１) 通学方法について

ア 通学距離が概ね２㎞未満の生徒は徒歩による通学を基本とすること。

イ 通学距離が概ね２㎞以上の生徒は徒歩、自転車、路線バス、鉄道を利用した通学とし、補助等に

ついては、別に定める通学に関する方針に基づき交付をすること。

ウ 稲梓小学校学区生徒については、スクールバスによる通学とすること。

(２) 安全対策について

自宅と学校との間を安全に登下校できる環境整備の対策を講じること。

(３) その他

今後予測される生徒数減少等、様々な要因により、変更が生じる可能性もあることから、通学方法

等に関する継続した協議を行うこと。

※令和３年３月22日に統合準備委員会から教育委員会に対し、「新中学校通学方法等について」第三次答

申が行われました。市では、統合準備委員会からの第三次答申を受け、同月中に教育委員会定例会を開

催し、新中学校通学方法等について方針決定しました。
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１ 遠距離通学方法の考え方
(１) 通学方法の考え方

新中学校への通学方法を以下のとおり、教育委員会として方針決定しました。

○新中学校への通学
① 概ね２㎞未満 ＝ 徒歩
② 概ね２㎞超える ＝ 徒歩・自転車・路線バス
※自転車通学者雨天時の路線バス回数券の対応
③ 概ね２㎞超えるが、路線バス等が利用できない

＝ スクールバス利用
※稲梓小学校学区全域をスクールバス(マイクロ２台想定)

(２) 通学に関する補助等について
① 自転車通学費補助・雨天時路線バス回数券補助・損害賠償保険補助【市独自補助】
・通学費補助 ３年間で42,000円（年度途中での通学方法変更に対応するため）

※学期ごと支給(１・２学期：5,000円、３学期：4,000円) 年額14,000円
・回数券補助 回数券実費相当額
・損害賠償保険補助 上限額：1,000円 補助率1/2（１年間に１回）
② 通学補助 路線バス：WD定期券の現物支給（土日休日１乗車100円に対しても補助）

鉄道：学期通学定期券現物支給（学期外「沿線中学生きっぷ」に対しても補助）
※土日休日部活等も含め、全て補助【２㎞～６㎞分：市独自補助】

③ スクールバス購入 稲梓小学校学区全域にマイクロバス２台想定。
※自転車と路線バス、鉄道と路線バス等複数利用した場合の通学も全て補助対象とする。
※年度途中の通学方法変更は学期ごとで変更できるよう対応。
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(３) その他、通学に関する主なルール等

・原則、保護者送迎を禁止とします(例外：病気、ケガ、通院等の場合、その他入学式、卒業式等

の行事で校長が認めた場合は可能)。

・複数の通学手段による通学も可能(例：下田駅まで自転車利用、下田駅から路線バス利用など)。

・日課変更や緊急時等における路線バス運行に対応するため、学校と交通事業者との定期的な協議

の場を設置します。

・学校、駅周辺の自転車通学推奨ルートを警察や関係機関と協議し、今後、提示します。
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１ 現時点における新中学校日課表

5

Ａ日課(３月～９月) Ｂ日課(10月～２月) 部活動なし 水曜日課 休日
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
8:10 8:10 8:10 8:10

朝の活動 10
（朝の会 10）

朝の活動 10
（朝の会 10）

朝の活動 10
（朝の会 10）

朝の活動 10
（朝の会 10）

8:30 8:30 8:30 8:30 8:305 5 5 5
8:35 8:35 8:35 8:35

1 1 1 1
9:25 9:25 9:25 9:25

10 10 10 10
9:35 9:35 9:35 9:35

2 2 2 2
10:25 10:25 10:25 10:25

10 10 10 10
10:35 10:35 10:35 10:35

3 3 3 3
11:25 11:25 11:25 11:25

10 10 10 10 11:30
11:35 11:35 11:35 11:35

4 4 4 4
12:25 12:25 12:25 12:25

給食 30 給食 30 給食 30 給食 30

12:55 12:55 12:55 12:55
昼休み 15 13:00

13:10 513:15

5
13:20 13:20 13:205 5 5
13:25 13:25 13:25

5 5 5
14:05

帰りの会 10
14:15 14:15 14:15 14:15

10 10 10
完全下校　　14:25

14:25
14:25 14:25 14:25

6 6 6
15:15 15:15 15:155 5 5
15:20 15:20 15:20

清掃 10 清掃 10 清掃 10
15:30 15:30 15:305 5 5
15:35 15:35 15:35

帰りの会 10 帰りの会 10 帰りの会 10
15:45 15:45 15:45

部活動終了　16：15

完全下校　　15:55
15:55 16:00

16:15 16:15
下校準備　15

完全下校　　16：30
16:30 16:30

17:15
下校準備　15

完全下校　　17：30
17:30

午前部活
8:30～11:30

昼休み 25 昼休み 25 昼休み 25 

午後部活
13:00～16:00

部活動終了　17：15
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１ バス路線図
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【稲梓中学校区(稲生沢地区 志戸橋・松尾・お吉ヶ淵停留所付近生徒)】

１ 平日登校ダイヤ案(始業時間 8:10)

２ 平日下校ダイヤ案

(１) Ａ日課(部活動終了17:15 完全下校17:30)※３月～９月

(２) Ｂ日課(部活動終了16:15 完全下校16:30)※10月～２月

(３) 部活動なし(帰りの会終了15:45 完全下校15:55)

(４) 水曜日課(部活動なし 帰りの会終了14:15 完全下校14:25)

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

横川方面
※スクールバス中学校直通

横川発 7:20
下田中着 7:50

須原・宇土金方面
※スクールバス中学校直通

北の沢発 7:15
下田中着 7:50

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

横川方面
※スクールバス横川直通

下田中発 17:45
横川着 18:15

須原・宇土金方面
※スクールバス北の沢直通

下田中発 17:45
北の沢着 18:20

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

横川方面
※スクールバス横川直通

下田中発 17:05
横川着 17:35

須原・宇土金方面
※スクールバス北の沢直通

下田中発 17:05
北の沢着 17:40

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

横川方面
※スクールバス横川直通

下田中発 15:50
横川着 16:20

須原・宇土金方面
※スクールバス北の沢直通

下田中発 15:50
北の沢着 16:25

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

横川方面
※スクールバス横川直通

下田中発 14:50
横川着 15:20

須原・宇土金方面
※スクールバス北の沢直通

下田中発 14:50
北の沢着 15:25
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【稲梓中学校区(稲生沢地区：志戸橋・松尾・お吉ヶ淵停留所付近生徒)】

１ 休日登校ダイヤ案(部活動時間 午前部活 8:30～11:30 午後部活13:00 ～16:00)

(１) 朝登校ダイヤ案

(２) 昼登校ダイヤ案

２ 休日下校ダイヤ案

(１) 昼下校ダイヤ案

(２) 夕下校ダイヤ案

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

横川方面
※スクールバス中学校直通

横川発 7:20
下田中着 7:50

須原・宇土金方面
※スクールバス中学校直通

北の沢発 7:15
下田中着 7:50

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

横川方面
※スクールバス中学校直通

横川発 12:20
下田中着 12:50

須原・宇土金方面
※スクールバス中学校直通

北の沢発 12:15
下田中着 12:50

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

横川方面
※スクールバス横川直通

下田中発 11:40
横川着 12:10

須原・宇土金方面
※スクールバス北の沢直通

下田中発 11:40
北の沢着 12:15

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

横川方面
※スクールバス横川直通

下田中発 16:20
横川着 16:50

須原・宇土金方面
※スクールバス北の沢直通

下田中発 16:20
北の沢着 16:55
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【稲梓中学校区(稲生沢地区：志戸橋・松尾・お吉ヶ淵停留所付近生徒)】

横川方面 須原方面

※区間所要時間には生徒乗車時間を含む。

※横川方面、伊豆つくし学園入所生徒は、施設により観音温泉待合所までの送迎で調整中。

横川方面、路線バス停留所が使用できないため、各地区ごとに乗降場所を設定。

※須原方面、北の沢乗降場所については、伊豆縦貫自動車道整備のため、調整中。

須原方面、いなみん号停留所を乗降場所として設定。

※稲生沢地区：志戸橋・松尾・お吉ヶ淵付近生徒は、スクールバス利用か高根山口バス停利用の路線

バスか、学校を通じ、確認をさせていただきます。

生徒乗降場所
乗車
生徒数

区間
所要時間

経過
時間

横川県道沿い駐車場 １人 ０分 ―

観音温泉待合所 ４人 １分 1:00

庚申堂 １人 ３分 4:00

相玉 ９人 ２分 6:00

河津建設資材置場 ５人 ２分 8:00

くるま矢芹澤前 １人 １分 9:00

旧百老亭前 ２人 １分 10:00

松尾(稲生沢地区) ３人 ４分 14:00

下田中学校 ― 15分 29:00

合 計 26人 29分 ―

生徒乗降場所
乗車
生徒数

区間
所要時間

経過
時間

北の沢 １人 ０分 ―

坂戸口 １人 １分 1:00

目金 ７人 ３分 4:00

宇土金口 ５人 １分 5:00

戸崎 ３人 ２分 7:00

上箕作 ４人 １分 8:00

稲梓中学校 ４人 １分 9:00

お吉ヶ淵(稲生沢地区) ２人 6分 15:00

下田中学校 ― 17分 32:00

合 計 27人 32分 ―
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【稲生沢中学校区】

１ 平日登校ダイヤ案(始業時間 8:10)

２ 平日下校ダイヤ案

(１) Ａ日課(部活動終了17:15 完全下校17:30)※３月～９月

(２) Ｂ日課(部活動終了16:15 完全下校16:30)※10月～２月

(３) 部活動なし(帰りの会終了15:45 完全下校15:55)

(４) 水曜日課(部活動なし 帰りの会終了14:15 完全下校14:25)

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

蓮台寺・大沢・高馬方面
※下田駅経由中学校直通

大沢口発 7:25
下田中着 7:46

河内・中村・本郷方面
※下田駅経由中学校直通

高根山口発 7:34
下田中着 7:50

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

蓮台寺・大沢・高馬方面
※下田駅経由大沢口直通

下田中発 17:47
大沢口着 18:08

河内・中村・本郷方面
※下田駅経由高根山口直通

下田中発 17:37
高根山口着 17:53

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

蓮台寺・大沢・高馬方面
※下田駅経由大沢口直通

下田中発 17:02
大沢口着 17:23

河内・中村・本郷方面
※下田駅経由高根山口直通

下田中発 16:42
高根山口着 16:58

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

蓮台寺・大沢・高馬方面
※下田駅経由大沢口直通

下田中発 15:57
大沢口着 16:18

河内・中村・本郷方面
※下田駅経由高根山口直通

下田中発 16:12
高根山口着 16:28

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

蓮台寺・大沢・高馬方面
※下田駅経由大沢口直通

下田中発 14:42
大沢口着 15:03

河内・中村・本郷方面
※下田駅にて堂ヶ島行き乗換

(乗換時間５分)

下田中発 14:55
下田駅発 15:05
高根山口着 15:16
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【稲生沢中学校区】

１ 休日登校ダイヤ案(部活動時間 午前部活 8:30～11:30 午後部活13:00 ～16:00)

(１) 朝登校ダイヤ案

(２) 昼登校ダイヤ案

２ 休日下校ダイヤ案

(１) 昼下校ダイヤ案

(２) 夕下校ダイヤ案

※稲生沢地区：志戸橋・松尾・お吉ヶ淵付近生徒は、スクールバス利用か高根山口バス停利用の路線

バスか、学校を通じ、確認をさせていただきます。

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

蓮台寺・大沢・高馬方面
※下田駅経由中学校直通

大沢口発 7:25
下田中着 7:46

河内・中村・本郷方面
※下田駅経由中学校直通

高根山口発 7:34
下田中着 7:50

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

蓮台寺・大沢・高馬方面
※下田駅にて大沢口行き乗換

(乗換時間５分)

下田中発 11:40
下田駅発 11:50
大沢口着 12:03

河内・中村・本郷方面
※下田駅にて堂ヶ島行き乗換

(乗換時間５分)

下田中発 11:55
下田駅 12:05

高根山口着 12:16

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

蓮台寺・大沢・高馬方面
※下田駅経由中学校直通

大沢口発 12:06
下田中着 12:27

河内・中村・本郷方面
※下田駅にて中学校行き乗換

(乗換時間２分)

高根山口発 12:22
下田駅着 12:33
下田中着 12:40

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

蓮台寺・大沢・高馬方面
※下田駅経由大沢口直通

下田中発 15:57
大沢口着 16:18

河内・中村・本郷方面
※下田駅経由高根山口直通

下田中発 16:12
須崎海岸着 16:28
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【下田東中学校区】

１ 平日登校ダイヤ案(始業時間 8:10)

２ 平日下校ダイヤ案

(１) Ａ日課(部活動終了17:15 完全下校17:30)※３月～９月

(２) Ｂ日課(部活動終了16:15 完全下校16:30)※10月～２月

(３) 部活動なし(帰りの会終了15:45 完全下校15:55)

(４) 水曜日課(部活動なし 帰りの会終了14:15 完全下校14:25)

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

白浜・外浦方面
※下田駅経由中学校直通

板戸一色発 7:23
下田中着 7:46

須崎・柿崎方面
※下田駅経由中学校直通

須崎海岸発 7:30
下田中着 7:50

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

白浜・外浦方面
※下田駅経由板戸一色直通

下田中発 17:47
板戸一色着 18:10

須崎・柿崎方面
※下田駅経由須崎海岸直通

下田中発 17:42
須崎海岸着 18:02

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

白浜・外浦方面
※下田駅経由板戸一色直通

下田中発 16:42
板戸一色着 17:05

須崎・柿崎方面
※下田駅経由須崎海岸直通

下田中発 16:37
須崎海岸着 16:57

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

白浜・外浦方面
※下田駅経由板戸一色直通

下田中発 16:12
板戸一色着 16:35

須崎・柿崎方面
※下田駅経由須崎海岸直通

下田中発 16:02
須崎海岸着 16:22

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

白浜・外浦方面
※下田駅にて板戸一色行き

乗換(乗換時間５分)

下田中発 14:35
下田駅発 14:45
板戸一色着 15:00

須崎・柿崎方面
※下田駅経由須崎海岸直通

下田中発 14:42
須崎海岸着 15:02
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【下田東中学校区】

１ 休日登校ダイヤ(部活動時間 午前部活 8:30～11:30 午後部活13:00 ～16:00)

(１) 朝登校ダイヤ案

(２) 昼登校ダイヤ案

２ 休日下校ダイヤ案

(１) 昼下校ダイヤ案

(２) 夕下校ダイヤ案

※柿崎山手地区生徒は登校については腰越バス停利用を想定。

※爪木崎地区生徒は爪木崎入口バス停利用を想定。

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

白浜・外浦方面
※下田駅経由中学校直通

板戸一色発 7:23
下田中着 7:46

須崎・柿崎方面
※下田駅経由中学校直通

須崎海岸発 7:30
下田中着 7:50

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

白浜・外浦方面
※下田駅にて板戸一色行き

乗換(乗換時間５分)

下田中発 12:10
下田駅発 12:20
板戸一色着 12:35

須崎・柿崎方面
※下田駅にて爪木崎行き乗換

(乗換時間５分)

下田中発 11:30
下田駅 11:40

須崎海岸着 11:53

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

白浜・外浦方面
※下田駅にて中学校行き乗換

(乗換時間４分)

板戸一色発 12:26
下田駅着 12:41
下田中着 12:50

須崎・柿崎方面
※下田駅にて中学校行き乗換

(乗換時間３分)

須崎海岸発 12:20
下田駅着 12:32
下田中着 12:40

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

白浜・外浦方面
※下田駅経由板戸一色直通

下田中発 16:12
板戸一色着 16:35

須崎・柿崎方面
※下田駅経由須崎海岸直通

下田中発 16:02
須崎海岸着 16:22
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【下田中学校区(吉佐美・大賀茂地区)】

１ 平日登校ダイヤ案(始業時間 8:10)

２ 平日下校ダイヤ案

(１) Ａ日課(部活動終了17:15 完全下校17:30)※３月～９月

(２) Ｂ日課(部活動終了16:15 完全下校16:30)※10月～２月

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

吉佐美 金原方面
※下田駅経由中学校直通

金原車庫発 7:16
下田中着 7:36

田牛・浜条方面
※下田駅経由中学校直通

田牛発 7:20
下田中着 7:46

大賀茂方面
※中学校ロータリー使用せず

堀切発 7:32
下田中着 7:41

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

吉佐美 金原方面
※下田駅にて下賀茂行き乗換

(乗換時間３分)

下田中発 17:37
下田駅発 17:45
金原車庫着 17:57

田牛・浜条方面
※下田駅経由田牛直通

下田中発 17:42
田牛着 18:08

大賀茂方面
※中学校ロータリー使用せず

下田中発 17:35
堀切着 17:45

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

吉佐美 金原方面
※下田駅にて金原車庫行き

乗換(乗換時間20分)

下田中発 16:42
下田駅発 17:07
金原車庫着 17:19

田牛・浜条方面
※下田駅経由田牛直通

下田中発 16:42
田牛着 17:08

大賀茂方面
※中学校ロータリー使用せず

下田中発 16:35
堀切着 16:45
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【下田中学校区(吉佐美・大賀茂地区)】

２ 平日下校ダイヤ案

(３)部活動なし(帰りの会終了15:45 完全下校15:55)

(４)水曜日課(部活動なし 帰りの会終了14:15 完全下校14:25)

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

吉佐美 金原方面
※下田駅にて石廊崎行き乗換

(乗換時間３分)

下田中発 16:12
下田駅発 16:20
金原車庫着 16:32

田牛・浜条方面
※下田駅経由田牛直通

下田中発 15:57
田牛着 16:23

大賀茂方面
※中学校ロータリー使用せず

下田中発 16:00
堀切着 16:10

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

吉佐美 金原方面
※下田駅にて下賀茂行き
乗換(乗換時間８分)

下田中発 14:42
下田駅発 14:55
金原車庫着 15:07

田牛・浜条方面
※下田駅経由田牛直通

下田中発 14:42
田牛着 15:08

大賀茂方面
※中学校ロータリー使用せず

下田中発 15:10
堀切着 15:20
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【下田中学校区(吉佐美・大賀茂地区)】

１ 休日登校ダイヤ案(部活動時間 午前部活 8:30～11:30 午後部活13:00 ～16:00)

(１) 朝登校ダイヤ案

(２) 昼登校ダイヤ案

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

吉佐美 金原方面
※下田駅にて中学校行き乗換

(乗換時間 12分)

金原車庫発 7:16
下田駅着 7:28
下田中着 7:46

田牛・浜条方面
※下田駅経由中学校直通

田牛発 7:20
下田中着 7:46

大賀茂方面
※中学校ロータリー使用せず

堀切発 7:32
下田中着 7:41

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

吉佐美 金原方面
※下田駅にて中学校行き乗換

(乗換時間７分)

金原車庫発 12:26
下田駅着 12:38
下田中着 12:50

田牛・浜条方面
※下田駅経由中学校直通

田牛発 12:10
下田中着 12:36

大賀茂方面
※中学校ロータリー使用せず

堀切発 12:05
下田中着 12:14
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【下田中学校区(吉佐美・大賀茂地区)】

２ 休日下校ダイヤ案(部活動時間 午前部活 8:30～11:30 午後部活13:00 ～16:00)

(１) 昼下校ダイヤ案

(２) 夕下校ダイヤ案

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

吉佐美 金原方面
※下田駅にて石廊崎行き乗換

(乗換時間10分)

下田中発 11:40
下田駅発 11:55
金原車庫着 12:07

田牛・浜条方面
※下田駅経由中学校直通

下田中発 11:37
田牛着 12:03

大賀茂方面
※中学校ロータリー使用せず

下田中発 11:35
堀切着 11:45

地 区 停留所・時間等 地 区 停留所・時間等

吉佐美 金原方面
※下田駅にて石廊崎行き乗換

(乗換時間３分)

下田中発 16:12
下田駅発 16:20
金原車庫着 16:32

田牛・浜条方面
※下田駅経由中学校直通

下田中発 15:57
田牛着 16:23

大賀茂方面
※中学校ロータリー使用せず

下田中発 16:00
堀切着 16:10

17
 

 

 



- 10 - 

【鉄道ダイヤ】

１ 平日登校ダイヤ案(始業時間 8:10)

２ 平日下校ダイヤ案

(１) Ａ日課(部活動終了17:15 完全下校17:30)※３月～９月

(２) Ｂ日課(部活動終了16:15 完全下校16:30)※10月～２月

駅 名 停留所・時間等 駅 名 停留所・時間等

稲梓駅
※下田駅にて下田中行き路線
バス乗換(乗換時間４分)

稲梓駅発 7:20
下田駅着 7:27
下田中着 7:36

蓮台寺駅
※下田駅にて下田中行き路線
バス乗換(乗換時間４分)

蓮台寺駅発 7:24
下田駅着 7:27
下田中着 7:36

駅 名 停留所・時間等 駅 名 停留所・時間等

稲梓駅
※下田駅まで路線バス

(乗換時間５分)

下田中発 17:47
下田駅発 17:57
稲梓駅着 18:06

蓮台寺駅
※下田駅まで路線バス

(乗換時間５分)

下田中発 17:47
下田駅発 17:57
蓮台寺駅着 18:01

駅 名 停留所・時間等 駅 名 停留所・時間等

稲梓駅
※下田駅まで路線バス

(乗換時間24分)

下田中発 16:12
下田駅発 16:41
稲梓駅着 16:50

蓮台寺駅
※下田駅まで路線バス

(乗換時間24分)

下田中発 16:12
下田駅発 16:41
蓮台寺駅着 16:45
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【鉄道ダイヤ】

２ 平日下校ダイヤ案

(３) 部活動なし(帰りの会終了15:45 完全下校15:55)

(４) 水曜日課(部活動なし 帰りの会終了14:15 完全下校14:25)

１ 休日登校ダイヤ案(部活動時間 午前部活 8:30～11:30 午後部活13:00 ～16:00)

(１) 朝登校ダイヤ案

駅 名 停留所・時間等 駅 名 停留所・時間等

稲梓駅
※下田駅まで路線バス

(乗換時間48分)

下田中発 14:42
下田駅発 15:35
稲梓駅着 15:44

蓮台寺駅
※下田駅まで路線バス

(乗換時間48分)

下田中発 14:42
下田駅発 15:35
蓮台寺駅着 15:40

駅 名 停留所・時間等 駅 名 停留所・時間等

稲梓駅
※下田駅にて下田中行き路線
バス乗換(乗換時間４分)

稲梓駅発 7:20
下田駅着 7:27
下田中着 7:36

蓮台寺駅
※下田駅にて下田中行き路線
バス乗換(乗換時間４分)

蓮台寺駅発 7:24
下田駅着 7:27
下田中着 7:36

駅 名 停留所・時間等 駅 名 停留所・時間等

稲梓駅
※下田駅まで路線バス

(乗換時間６分)

下田中発 15:57
下田駅発 16:08
稲梓駅着 16:17

蓮台寺駅
※下田駅まで路線バス

(乗換時間６分)

下田中発 15:57
下田駅発 16:08
蓮台寺駅着 16:12
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【鉄道ダイヤ】

１ 休日登校ダイヤ案(部活動時間 午前部活 8:30～11:30 午後部活13:00 ～16:00)

(２) 昼登校ダイヤ案

２ 休日下校ダイヤ案

(１) 昼下校ダイヤ案

(２) 夕下校ダイヤ案

駅 名 停留所・時間等 駅 名 停留所・時間等

稲梓駅
※下田駅まで路線バス

(乗換時間16分)

下田中発 11:55
下田駅発 12:16
稲梓駅着 12:24

蓮台寺駅
※下田駅まで路線バス

(乗換時間16分)

下田中発 11:55
下田駅発 12:16
蓮台寺駅着 12:19

駅 名 停留所・時間等 駅 名 停留所・時間等

稲梓駅
※下田駅まで路線バス

(乗換時間24分)

下田中発 16:12
下田駅発 16:41
稲梓駅着 16:50

蓮台寺駅
※下田駅まで路線バス

(乗換時間24分)

下田中発 16:12
下田駅発 16:41
蓮台寺駅着 16:45

駅 名 停留所・時間等 駅 名 停留所・時間等

稲梓駅
※下田駅にて下田中行き路線
バス乗換(乗換時間３分)

稲梓駅発 12:24
下田駅着 12:32
下田中着 12:40

蓮台寺駅
※下田駅にて下田中行き路線
バス乗換(乗換時間３分)

蓮台寺駅発 12:28
下田駅着 12:32
下田中着 12:40
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１ 構成員 関係行政機関(下田土木事務所・下田警察署・下田市防災安全課・建設課・下田市教育

委員会学校教育課)、学校関係(小中学校教職員・PTA役員)

２ 基本的な考え方

継続的な通学路の安全確保に向けた取組を推進するため、合同点検を実施し、危険箇所を確認し

安全対策の改善及び充実を図る。また、これら取組をPDCAサイクルとして継続的に実施、通学

路の安全性の向上を図る。

３ 合同点検スケジュール

※点検体制は、学校、警察、道路管理者、教育委員会を基本とし、必要に応じPTAや自治会の参加により実施。

Plan
合同点検実施
対策の検討

Do
対策の実施

Check
対策効果の把握

Action
対策の改善
対策の充実

下田市子どもの
移動経路安全推進会議

時期 内容 時期 内容

①(前年度)２月～３月 危険箇所等の抽出(学校⇒教育委員会) ④５月～７月 合同点検の実施、対策の検討

②３月～４月 危険箇所の取りまとめ ⑤８月～ 対策の実施

③４月～５月 合同点検箇所の選定・決定 ⑥２月～３月 今年度の合同点検の最終報告
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１ 今年度合同点検箇所について

昨年度実施した小学校区ヒアリングに基づき、関係行政機関とともに今年度合同点検箇所を設定。

令和３年６月には下田小学校区の敷根１号線及び岩下周辺、９月には、稲梓、稲生沢、白浜、浜

崎、大賀茂、朝日小学校区の合同点検を実施。

具体的な合同点検箇所については「合同点検実施箇所対応一覧」のとおり。

２ 具体的な安全対策について

(１) 道路整備について〔道路管理者(下田土木事務所・建設課)〕

道路、路側帯のカラー舗装化、外側線の引き直し、舗装修繕等を実施。

(２) 防犯等対策について〔防災安全課・学校教育課・警察〕

防犯灯：毎年度区から提出される要望書により個別に設置について検討・判断。

防犯カメラ：新中学校校内及び敷根１号線沿いに防犯カメラを設置。

(３) 標示、標識の設置整備〔警察・道路管理者(下田土木事務所・建設課)・防災安全課〕

注意喚起標識(看板)の設置。

(４) 見守り活動〔関係行政機関・地域住民・保護者等〕

本郷交差点、下田五丁目交差点に登校時見守り対応(予定)。

小学校区単位での見守り活動の継続実施。

通学時間帯に青色防犯パトロールを実施。

(５) 交通安全教室の実施

各校において、交通安全教室を実施し、交通安全の啓発。
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番
号

学区 危険箇所の位置形状等 危険である理由
ソフト短期対策

(実施時期)
ハード中長期対策

(実施時期)
実施主体

１ 稲梓 学区全体 特に須原地区 防犯灯がなく、夕方頃から暗い
毎年度各区から要望書で個別に検討・判断

(随時対応)
防災安全課

２ 稲梓 下箕作バス停・歩道 バス停、歩道が狭く、事故が心配
注意喚起看板設置

(今年度中)
歩道設置

(人家連坦のため困難)
土木事務所
防災安全課

３ 稲梓 戸崎バス停 横断歩道がなく、事故が心配
横断歩道のある所で

の横断を指導
見通しが悪いため、
横断歩道設置は困難

警察
学校等

４ 稲梓 ヤマト運輸～落合浄水場近辺 鉄砲水・土砂崩れ等、水害が心配 子どもの移動経路ではない 土木事務所

５ 稲梓 須原地区急傾斜に面した通学路 大雨等で崩れるため、通学時の遭難が心配 当該急傾斜地の地権者による対応 地権者

６ 稲梓 八木山地区通学路法面崩壊 大雨等で崩れ、自転車通学生徒が負傷
法面地権者に連絡

(今年度中)
道路上支障物
撤去済み

建設課

７ 稲生沢 高馬地区 本郷橋下田駅寄り
歩道がなくなった箇所、やや登りで歩行者
に見えにくい

注意喚起看板設置
(今年度中)

歩道の先については
用地買収を伴うため、
対策は困難。一部区
間において、区画線
（外側線）の引き直
しを実施(今年度中)

建設課
防災安全課

８ 稲生沢
蓮台寺地区 下田高校から蓮台
寺方面への歩道

車の交通量が多い。通学の高校生もいるが
歩道が狭い。

外側線の引き直し
(今年度中)

土木事務所

９ 稲生沢
立野地区 JA前の歩道・横断
歩道

交通量が多い。カーブなので見通しが悪い。
外側線の引き直し

(今年度中)
土木事務所

10 稲生沢 西河内 お吉ヶ淵付近
交通量があるが歩道が狭い。用水路の水も
溢れやすい。

車の往来は少なく、上流にはファブリダムも設
置済み

土木事務所

11 稲生沢 西河内 元扇屋前横断歩道 右左折者が見えにくい 見通しは良い。要望内容を再度確認。 ―

12 稲生沢 東河内 高根橋付近 急に車道が狭くなり、歩道も狭い 注意喚起看板設置済

現場を再点検し、歩
行者と車両とのすれ
違いについては支障
なしと判断

建設課

24
 

 

 

番
号

学区 危険箇所の位置形状等 危険である理由
ソフト短期対策

(実施時期)
ハード中長期対策

(実施時期)
実施主体

13 稲生沢 西中 エディオン駐車場 エディオンから出る車 事業所に対し注意喚起の依頼 学校等

14 白浜 板見バス停前
スピードが出た後のカーブで高低差もあり、
道を渡るのが危険

ガーデンヴィラ前に横断歩道設置済みであるた
め、そちらを利用するよう指導

学校等

15 浜崎
県道須崎柿崎線 ホテル聚楽か
らホテル山田屋付近

歩道がなく路肩も狭い・交通量も多く危険
路側帯のカラー舗装化

(今年度中)
土木事務所

16 浜崎 爪木崎入口から須崎漁港まで 歩道がなく路肩も狭い・交通量も多く危険
舗装修繕と区画線（外側線）の引き直しを実施

(今年度中)
建設課

17 浜崎
県道須崎柿崎線
爪木崎入り口から爪木崎まで

横断歩道がない
創価学会牧口記念館前に設置済み
爪木崎バス停付近は交通量が少なく設置困難

警察

18 下田 下田南伊豆119号線 岩下
歩道のない箇所や路側帯の狭い箇所が多く、
一人でも車道にはみ出る。

待避所として部分的
に歩道設置が可能か
検討

人家連坦により全線
の歩道設置困難

土木事務所

19 下田 下田南伊豆119号線 岩下
登校時に通行車両が多く、速度が上がりや
すい

注意喚起標識看板
設置(今年度中)

―
土木事務所
防災安全課

20 下田 下田南伊豆119号線 岩下 猪や猿など獣が出る。 わな等設置や通報等により、対応している。 産業振興課

21 下田 下田南伊豆119号線 岩下 人通りが少なく、薄暗い。 見守り対応
防犯灯設置は地元区
からの要望等整理し
た上で対応（随時）

土木事務所
防災安全課
保護者等

22 下田 太陽苑・笹嶺台入口
登校時に通行車両が多く、速度が上がりや
すい。

注意喚起標識看板
設置(今年度中)

― 防災安全課

23 下田
本郷交差点～敷根
(敷根１号線)

大型車を始め通行車両が多く速度も上がり
やすいため歩行・横断が危険。
人通りが少ない。

注意喚起標識看板
設置(今年度中)
防犯カメラ1台設置
(今年度中)
登校時見守り対応
予定(R4から)

中学校の付近に「ス
クールゾーン」等の
カラー舗装実施
(今年度中)
本郷交差点路側帯カ
ラー舗装等実施
(今年度中)

土木事務所
建設課

防災安全課
学校教育課

24 下田
敷根ファミリーマート前
横断歩道

大型車を始め通行車両が多く速度も上がり
やすいため横断が危険。

注意喚起標識看板
設置(今年度中)

信号機の設置は困難
建設課

防災安全課

25
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番
号

学区 危険箇所の位置形状等 危険である理由
ソフト短期対策

(実施時期)
ハード中長期対策

(実施時期)
実施主体

25 下田 鍋田トンネル 人通りが少ない。 見守り対応 ― 学校等

26 下田 鍋田方面ローソン前
交通量が多く速度も上がりやすい国道沿い
だが、路側帯が極端に狭くなっている。

登校時見守り対応
予定(R4から)

道路拡幅工事に伴い
歩道を設置(R4以降)

土木事務所
学校教育課

27 下田 メディカル前仏具店付近
安全ポールはあるが、路側帯が狭く傾斜し、
雨水がたまりやすい。

―
工事の際に雨水対策
を実施(R4以降)

土木事務所

28 下田 歩道橋から税務署脇の道
登校時の車両が多く、抜け道のためスピー
ドも出る。歩道がない。

注意喚起標識看板
設置(今年度中)

歩道設置困難
建設課

防災安全課

29 下田
校門前信号付近 マイマイ通り
横断歩道

車両が多く直線道路のため、スピードも出
やすい。

見守り対応実施中 保護者等

30 大賀茂
墹々原バス停から
学校上バス停間

歩道がないが、車のスピードが速く、歩い
ていて危険だと感じる。

注意喚起標識看板
設置(今年度中)

人家連担により歩道
設置困難

土木事務所
防災安全課

31 大賀茂
学校前からJAに向かう
中間地点まで

歩道がないが、車のスピードが速く、歩い
ていて危険だと感じる。

注意喚起標識看板
設置(今年度中)

事業継続中。河川改
修工事完了後、歩道
設置について検討

土木事務所
防災安全課

32 朝日
入田セブンイレブン～多々戸浜
入り口歩道

歩道が狭い・ガードレールがない・車がス
ピードを出している。

歩道の拡幅は困難。ガードレールについては概
ね設置済み。

土木事務所

33 朝日 多々戸下田生コン出入り口
出入り口の見通しが悪く小さな子供が見え
にくい

事業所に対して注意喚起の依頼 学校等

34 朝日 多々戸浜入口横断歩道付近
横断した後、植え込みがあり歩道が狭く
なっている

植え込みが歩道にはみ出している場合、随時対
応する(随時)

土木事務所

35 朝日 みなと屋前横断歩道
見通しが良いため車がスピードを出してい
る。浜条方面から歩いてきた人が見えにく
い。

見守り対応
カラー舗装、カーブ
ミラー設置済み

建設課
保護者等

26
 

 

 

時期等 内 容 備 考

令和４年１月24日(月) 下田中学校説明会（新１年生及び保護者） 通学方法届出書を配布

令和４年１月31日(月) 下田中学校説明会（新２・３年生及び保護者） 通学方法届出書を配布

令和４年２月中旬 通学方法届出書を所属校へ提出 所属校から教育委員会へ送付

令和４年２月中旬～３月 通学方法届出書の内容確認及び公共交通機関との調整
通学方法や通学距離等の確認とともに公共交
通機関と定期券発行等に対する事務手続き

令和４年４月13日(水)予定 下田中学校開校式、着任式、始業式、入学式

始業式、入学式終了後、定期券等を現物支給
※登校時には当日限り有効の乗車証を発行予
定(この乗車証と定期券を学校で引き換え）。
乗車証の事前配布は修了式、卒業式時に配布
予定。

※通学方法届出書は、氏名、通学方法、利用停留所、通学距離等を記載していただきます。

※通学方法等の変更は、原則学期ごとの変更となります。２学期に変更を希望する場合は、１学期中の

指定する期日までに通学方法届出書を提出していただく形になります(３学期変更の場合は２学期中の

指定する期日までに通学方法届出書を提出)。

※ウィークデー定期券の土休日１乗車100円については、専用100円券を配布します(下田駅乗換の場合

も乗車する都度、100円券を運賃箱に投入してください。

※自転車通学者の雨天時バス利用の際には、最寄りバス停～下田中学校間の専用券を配布します。

※通学に関する補助金交付要綱等、詳細については、令和４年１月に開催予定の下田中学校説明会時に

改めて説明をします。

※自転車通学者に対し、リフレクター(反射板)を配布予定。

27
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１ 統合準備委員会第四次答申について(R3.6.30)【部活動】

下田市立中学校の学校統合について（第四次答申）
１ 新中学校に設置する部活動について

新中学校に設置する部活動については、次のとおりとすること。ただし、今後、生徒数減少が見込まれ

ることから、設置する部活動について、随時見直しをすること。

(１) 運動部

ア 男子バレーボール部

イ 女子バレーボール部

ウ 男子バスケットボール部

エ 女子バスケットボール部

オ 男子ソフトテニス部

カ 女子ソフトテニス部

キ 男子卓球部

ク 女子卓球部

ケ サッカー部

コ 軟式野球部

サ サーフィン部

(２) 文化部

ア 吹奏楽部

イ 美術部

ウ 総合文化部

(３) 地域部活動（地域人材、地域団体等が運営主体となって活動する学校部活動に準ずる活動）

ア 競走部（短・中・長距離陸上競技に限定）

28
 

 

 

１ 統合準備委員会第四次答申について(R3.6.30)【部活動】

下田市立中学校の学校統合について（第四次答申）

２ その他

「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革(令和２年９月文部科学省)」において、持続可能な部活動と

教師の負担軽減の両方を実現できる改革として示された具体的な方策である休日の部活動の段階的な地

域移行や合理的で効率的な部活動の推進について、検討すること。

※令和３年６月30日に統合準備委員会から教育委員会に対し、「新中学校に設置する部活動について」第

四次答申が行われました。市では、統合準備委員会からの第四次答申を受け、７月20日に教育委員会定

例会を開催し、新中学校に設置する部活動として方針決定しました。また、今回設置を決定した部活動

は学校開校後、３年間は部活動を開設します。

29
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１ 新中学校部活動について
(１)これまでの下田市部活動方針及び決定事項について

① 学校再編前の新たな部活動の合同チーム設置は行わない。

② 学校再編後に新たな部活動の拡充を行う。既存部活動が不足となった場合の合同チーム設置は

行う。

③ 令和４年４月学校開校時には、全ての生徒が新たな部活動を選択できる。

※３年間、続けたいと思えるような指導を顧問の先生が行っていくことが重要。

※改めて選択し直せることで救われる生徒の多様性を確保。

※中体連賀茂地区大会は複数チーム出場可能(協会主催大会を含む)だが、原則１チームとして出場

予定(部活動懇談会等を通じ、保護者の方へ説明・新中学校部活動に向け、合同練習等実施)。

④ 令和４年４月から部活動全員加入制を基本とする。但し、例外を認める。

※全員加入制を基本とするが、例外の可否判断等はその都度、学校長が判断。

例①クラブチームに所属する等の理由により、部活動に所属しない(クラブチーム・習い事等)。

例②クラブチームに所属する等の理由により、部活動の試合には出場しないが、クラブチーム

の練習がない日には、部活動に参加して体力づくりに参加することなども認める(部活動に

所属する)。など

⑤ 令和４年４月から部活動の朝練習は実施しない。

※学区が広域となるため、部活動の朝練習は実施しない。

⑥ 開設する部活動は統合準備委員会第四次答申のとおり。

※男女バレー、男女バスケ、男女テニス、男女卓球、サッカー、軟式野球、サーフィン、吹奏楽
美術、総合文化、競走(地域部活動) の15部活動(新中学校開校後３年間は設置)

30
 

 

 

２ 部活動入部意思確認届提出について
(１) 部活動入部意思確認届の目的

令和４年４月より、新中学校の部活動は、男女バレーボール、男女バスケットボール、男女ソフ

トテニス部、男女卓球部、サッカー部、軟式野球部、吹奏楽部、美術部、総合文化部、競走部(地

域部活動)が設置されます。特にサッカー部と軟式野球部については、中体連大会への出場枠を新

たに申請(令和４年１月中に報告)する必要があるため、入部希望者数を確実に把握し、報告するこ

とが求められています。そのため、現時点における新中学校部活動の入部意思確認届を提出をお願

いするものです。

(２) 実施期間 令和３年12月６日(月)～令和３年12月17日(金)

(３) 確認届内容

・所属等 学校名、学年、児童生徒氏名、保護者氏名

・入部方法 ①部活動のみ、②クラブチームや習い事のみ、

③部活動とクラブチームや習い事双方に所属

・入部する部活動 15部活動から選択

・具体的なクラブチーム名や習い事名 所属する名称を記入

・部活動とクラブチームや習い事双方に所属する場合の入部する部活動 15部活動から選択

(４) 正式な入部届について

部活動加入に係る正式な入部届については、新中学校開校後の４月に学校長に対し提出していた

だきます。

31
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学校名
R3

2021
R4

2022
R5

2023
R6

2024
R7

2025
R8

2026
R9

2027
R10
2028

R11
2029

R12
2030

R13
2031

R14
2032

R15
2033

稲 梓 41 49 39 39 29 29 23 21 24 21 21 15 13

稲生沢 80 94 107 103 104 101 88 84 75 73 71 106 104

下田東 94 96 96 100 91 87 72 72 71 69 62 46 40

下 田 201 180 180 171 166 167 171 166 139 124 116 116 109

合 計 416 419 422 413 390 384 354 343 309 287 270 246 229

※令和４年(2022年)４月に新中学校設置予定ですが、令和４年度以降も現在の４中学校ごとの生徒数を参考までに掲載。
※数値データは令和３年は各年５月１日時点学校基本調査数値(特支含む)。令和４年以降は、令和３年４月１日時点住民基本台帳行政区別
年齢別人口調べ利用。

32
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４ 意見概要（主な意見を抜粋） 

（１）稲梓中学校学区 

 ・戸崎バス停付近に横断歩道がないため、戸崎バス停を利用する生徒は宇土金口バス停か上箕作バス

停を利用する形となるのか。 

⇒ 防災安全課、警察へ再度確認し、１月の中学校説明会時に回答する。 

 ・乗降場所まで自転車を利用するため、付近に自転車置場の調整をお願いしたい(横川・目金)。 

  ⇒ 乗降場所の状況を確認する。 

 ・目金バス停付近ではいなみん号と時間帯が合わさり、児童生徒が多く集まるため、生徒については、

須原集会所を乗降場所として設定できないか。 

  ⇒ 乗降場所の変更については可能である。今後、乗降場所を含め、調整する。 

 ・冬季など暗くなり、乗降場所から離れているなど特殊な事情を持っている生徒については、保護者

の迎えなどのため、携帯電話の所持を認めてもらいたい。 

  ⇒ 今後、教育委員会や教職員等で検討する。 

（２）稲生沢中学校学区 

 ・部員数の目安が分かるよう部活動意思確認届の公表をお願いしたい。 

  ⇒ 部活動意思確認届の結果を１月の中学校説明会時に公表する。 

 ・部活動、試合時の送迎については、基本的にはこれまでと同様、保護者送迎をお願いする形となる。 

  ⇒ スクールバス利用については、他部活動との調整ができれば利用可能。基本的に稲梓地区スク

ールバス２台は、休日部活動送迎のための運行をしている。 

 ・部活動の中体連出場枠、原則１チームについて 

  ⇒ 昨年行った調査で約７割の生徒が「試合に出られなくても自分の好きな部活動を行いたい」と



- 18 - 

回答したこと。また中学校統合に伴い教職員数(顧問数)も今より少なくなる中で１つの部活内で

複数チームを対応することは困難であること。新たに下田市に１つの中学校が設置されること

の意味などを踏まえ、原則１チームとしている。 

 ・下田地区生徒の雨天時対応のルール作りをお願いしたい。 

  ⇒ １月の中学校説明会時にルール案をお示ししたい。 

（３）下田東中学校学区 

 ・白浜地区生徒は路線バス乗車人数が多くなるため、１本前のダイヤも下田中まで接続できるため、

混雑を避けたい場合は調整をお願いしたい。 

 ・柿崎山手地区生徒の登校時は可能な限り、腰越バス停の利用をお願いしたい。 

（４）下田中学校学区 

 ・朝部活動がないことについて、開校後、同じ部活内の保護者同意が取れれば朝部活動を行うことは

可能か。 

  ⇒ 市内全域からの通学、朝の通学時間、特に遠方から来る生徒たちのことを考慮するとやはり朝

部活動を行うことは難しいということで、校長、教頭、教務主任、教育委員会事務局で構成す

る統合企画研究会で結論を出させてもらった。ただ、実際に中学校が始まってみないと正直わ

からない部分でもあるため、あくまでも基本は朝部活はないということでご理解いただきたい。 

 ・自転車通学者の雨天時の判断を示してもらいたい。 

  ⇒ 例えば前日の降水確率等々、ある程度の指標は示せると思うが、それが全て判断基準となる訳

ではないため、基本的には保護者判断にお願いする形になる。 

 ・碁石ヶ浜在住生徒保護者から小学生の通学補助距離基準を見直してもらいたい。 

  ⇒ 検討し、今後、何らかの方向性をお示ししたい。 


