
                                                        令和４年７月８日 
保護者の皆様 
                                                               福井市本郷小学校 
                                                                 校長 松山 幸市 
 

緊急時における児童引き渡し訓練の実施について（お願い） 
 

 盛夏の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃より、本校

教育活動につきまして格別のご理解とご協力を賜り、心より厚くお礼申し上げます。 

 さて、コロナ感染症により昨年度実施できなかった引き渡し訓練を、ＰＴＡ親子奉仕作業のあと

実施したいと思います。 

 本年度は、「震度５強の地震が発生した」という想定のもと、児童を安全に下校させるための引

き渡し（保護者またはその代理人の方に、児童を引き渡す）訓練を下記のとおり実施いたします。

ご多用とは存じますが、子供たちの安全下校のためご理解・ご協力をお願いいたします。なお、引

き渡しカードの内容確認につきましては、１４日に行われます保護者懇談会の際にさせていただき

ます。 

 

記 

１ 目 的 

    ・非常災害に際して、状況に応じた安全で適切な行動ができるようにする。（児童） 

    ・非常災害時における保護者への児童引き渡しが円滑、確実になされるようにする。 

                               （保護者、児童、学校職員）     

 ・下校する児童及び残留した児童の掌握・安全確保など、非常事態における適切な対応ができ 

 る能力を身につける。（学校職員） 

２ 日 時    ８月２０日（土）８：２０ ～ 

３ 場 所     本校体育館（引き渡し場所） 

４ 方 法 

① 当日右の様な訓練用の緊急メールを送ります。 

メールを確認してから体育館に来てください。 

到着しましたら、本校体育館で児童をお引き取り

ください。 

② 児童は、学年毎に集まっています。下学年の児童 

から順にお引き取りください。 

③ 児童を引き取る際は、次のことについて引き渡し 

カードで確認させていただきます。 

・引き取る子の名前 ・引き取る子との続柄  

④ 当日の参加が急に難しくなった場合は、前日まで

（１６：００）に学校へお電話ください。 

 

５ その他 

・状況によっては、延期や中止になる場合も想定さ 

れます。その際は、緊急メールでお知らせいたし     

ます。 

 

８/20 緊急メール 

訓練、訓練。福井市を震源とする震度

５強の地震が発生しました。余震が続

き、裏山も崩れ始めています。教育委員

会や消防に通報しましたが、まだ指示

がありません。児童の下校について安

全確保のため、本郷小学校体育館への

児童のお迎えをお願いいたします。 



令和４年７月８日

保護者の皆様

福井市本郷小学校

校長 松山 幸市

災害時の対応方針および引き渡しマニュアル策定について

盛夏の候、保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃から、本校の

教育活動に対し深いご理解と温かいご支援をいただき、心より感謝申し上げます。

近年、集中豪雨による土砂災害など異常気象による災害が多く報告されるようになり、本校の

地区においても土砂災害の危険性のある地域をかかえております。また、昨年度は７月末の集中

豪雨により本郷地区が冠水する事態が発生いたしました。

このことから、本校では、福井市の学校の下校体制基準に合わせて、災害時には「子どもだけ

では家に帰さない」等の方針を下記のように決め、児童引き渡しの際のマニュアルを作成し、引

き渡し訓練を実施しております。

つきましては、「児童引き渡しマニュアル」をご一読いただきますとともに、「児童引き渡し

カード」のご登録にご協力いただきますようお願い申し上げます。

○ 「児童引き渡しカード」の確認は１４日の保護者懇談会の際にさせていただきます。

「児童引き渡しカード」は、隔年で書き換えをさせていただいております。その場合は

封筒に入れ、夏休みが始まるまでに担任までご提出ください。

○ 引き渡し訓練は、８月２０日（土）開催予定の「親子奉仕活動」終了後に行います。

災害時の対応方針

○ 災害が発生したときは、子どもだけの下校はさせない。

○ 災害時には、引き取りの方が来られるまで、子どもは学校で預かる。

○ カード登録者のみに子どもを引き渡す。

○ 別紙「引き渡しマニュアル」にしたがって引き渡しを行う。

「引き渡しカード」記入上の注意

○ 「引き渡しカード」は、児童一人につき１枚お書きください。

（例：兄弟姉妹３名の場合は、３枚ご提出ください）

○ 登録する方は、なるべく親族およびお近くに住んでいる方をお願いします。

できる限り５名の方の登録をお願いします。その際、事前にその旨を必ず

連絡し了承を得ておいてください。

○ 引き取り時のサイン欄以外は、すべてご記入ください。

○ ７月１４日の確認後、登録内容に変更があった場合には、随時担任にご連絡

ください。

＊引き渡しカードは、学校で厳重に保管し、引き渡し時以外に使用しません。



令和４年７月１日

保護者の皆様

福井市本郷小学校

校長 松山 幸市

熱中症対策について（追加のお知らせとお願い）

盛夏の候、保護者の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げま

す。日頃より本校の教育活動にご理解とご協力をいただき心より感謝申し上げます。

さて、先月は日本各地で、６月とは思えない記録的な猛暑となりました。７月も、

日本の広範囲で猛烈な暑さとなる見込みで、熱中症の危険度がより高まると予想さ

れています。本校では現在、登校時の女子のスカート不着用等を認めていますが、

７月以降さらなる熱中症対策を以下のように考えたいと思います。特に、コロナウ

イルス感染防止対策もある状況下ですので、趣旨をご理解の上、ご協力のほどよろ

しくお願いいたします。

記

【熱中症対策】

１ 男女とも体操服短パンでの登下校を認めます。

・上はこれまで通りのポロシャツ、下のみ体操服の短パンで結構です。

・これまで通り、制服を着用した登校でも構いません。

・天候や気温、お子さんの健康状態をみて、保護者の皆様が判断してください。

・日傘を使用しても結構です。

・汗で汚れた場合の着替え(体操服,ポロシャツ,下着等)を持たせていただいて結

構です。

２ 毎日、必ず水筒、汗拭きタオルを持たせてください。

・登校時、凍らせたタオル等を首に巻くなど、熱中症対策をしていただいて結構

です。

・水分は多めに持たせてください。２本目として水筒もしくは500mLペットボト

ルに「カバー」をして持ってきてください。

（中身はスポーツドリンクでも結構です。）

・天候や気温、時間割、お子さんの健康状態をみて、保護者の皆様が判断してく

ださい。

※上記の熱中症対策は、９月末開催予定の体育大会の日当面まで行います。



令和４年６月２２日 

保護者の皆様 

   福井市本郷小学校  

校長 松山 幸市  

 

熱中症対策について（依頼） 

 

 盛夏の候、保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日ごろは、

本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。 

 さて、最高気温が３０度を超える日が増えてきました。これから暑い中での学習が予想

されます。つきましては、以下のような熱中症対策を講じたいと思います。お子様の体調

とその日の気温に応じて、ご判断いただけたらと思います。ご理解、ご協力を賜りますよ

うお願いいたします。 

 

【登下校時の服装・持ち物について】 

・女子のスカートの着用は、しなくても良いです。 

（期間は、９月末の体育大会の日まで） 

・晴天時は、日傘を差して来ても良いです。 

 

【水分補給について】 

・一日の学校生活に必要な水分量を持たせてください。 

・多めの水分が必要な場合、２本目として水筒もしくは 500mLペットボトル

に「カバー」をして持ってきてください。 

（中身はスポーツドリンクでも良いです。） 



令和４年６月３日
保護者の皆様

本郷小学校長 松山 幸市

保護者懇談会の開催について（お知らせ）

初夏の候、保護者の皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日ごろは本校の教育活
動にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
さて、下記のように保護者懇談会を開催します。つきましては、お仕事等で何かとお忙しいとは存

じますが、時間帯の日程を調整したいと思いますので、切り取り線以下をご提出ください。
なお、決定した日程につきましては調整後、6月下旬にお知らせいたします。
ご多用のことと存じますが、万障お繰り合わせの上、ご来校くださいますようお願いいたします。

記

１ 日 時 令和４年７月１４日（木）
午後１：５０～５：００（お一人１０分間程度）

２ 会 場 各教室

３ その他 児童は、午後１：２５頃下校となります。
ご来校の際は、マスクをご着用ください。
発熱・風邪症状が出た場合は、学校までご連絡ください。

７月１４日にはスクールカウンセラーの先生が来校します。相談を希望される方は下の
「カウンセラーとの面談を希望する」に○印をご記入ください。

切 り 取 り

保護者懇談会希望時間帯

児童氏名 年 組

1:50～2:10 2:10～2:30 2:30～2:50 2:50～3:10

第 希望 第 希望 第 希望 第 希望

3:10～3:30 3:30～3:50 3:50～4:10 4:10～4:30
７月１４日（木）

第 希望 第 希望 第 希望 第 希望

4:30～4:50 4:50～5:00 いつでもよい

第 希望 第 希望 （ ）

希望する方は○

カウンセラーとの面談を希望する

＊希望される時間帯を第１希望から第３希望まで記入されましたら、古封筒に入れ、
６月１０日（金）までに担任に提出してください。

お子様のことで、何か心配なこと、学校に相談したいことがあればお書きください。

必要であれば、裏面もお使いください。



令和４年５月２３日 

保護者の皆様 

福井市本郷小学校 

校長 松山 幸市 

 

令和４年度 プール学習の実施について（お知らせ） 

 

日頃より、本校の教育活動に深いご理解とご協力をいただき、誠にありがとうご

ざいます。 

さて、福井市教育委員会より、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から令

和２年度及び３年度は中止していた「プール学習」を、今年度は健康観察の徹底な

どの感染対策を講じた上で実施する旨の通知がありました。 

つきましては、本校では６月２４日(金)より「プール学習」を実施する予定で

す。実施に向けてのプール学習健康調査や準備物などについては、後日、お便りで

お知らせしますのでご確認ください。 

実施につきましては、特別教室や空き教室等を利用し十分な間隔を取って着替え

を行い、大声を出したり、手をつないだり体を支えたり、感染リスクの高い活動は

避けるなど、活動内容を十分に考慮して実施したいと考えております。保護者の皆

様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 



令和４年４月１２日
保護者の皆様

福井市本郷小学校
校長 松山 幸市

学校からの配付文書ついて（お知らせ）

春暖の候、保護者の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げま
す。また、日頃より本校の教育活動にご理解とご協力をいただき心より感謝申し上
げます。
さて、めまぐるしく状況が変化する現在、学校から保護者の皆様へ配付される文

書につきましても、重要なお知らせやお願いが記載されることが多くなっています。
そこで、本校では、昨年度９月より学校ホームページの一部をアップグレードし、
学校から配付された文書の内容を、いつでも確認できるようにいたしました。
つきましては、ホームページ上に、以下のようなリストボタンを設定しておりま

すので、ぜひご活用ください。

記

「学校からの配付文書」というリストを設けました。配付された文書を過去に
さかのぼってご確認いただけます（各学年やＰＴＡ、市教委からの文書は掲載
いたしませんのでご了承ください）。

本郷小学校HPのQRコード



令和４年４月８日

保護者の皆様

福井市本郷小学校
校長 松山 幸市

令和４年度 学級編制と授業形態について（お知らせとお願い）

春暖の候、保護者の皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。新１年生
の保護者の皆様におかれましては、本日のお子様のご入学、誠におめでとうござい
ます。

さて、令和４年度は、｢公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に
関する法律(標準法)｣の規定により、新１,２年生と新３,４年生が複式学級となり
ます。同法律では、複式学級とは「２つ以上の学年が同一の教室に在籍し、教諭１
人で担任し、各教科等の授業実施ならびに学校生活を送ることを原則とする」とな
っています。同一学級内で異学年の学習を進めるということは大変困難なことで、
十分な学習環境を保障し、よりきめ細かに学習指導を行うことは容易ではありませ
ん。複式形態の授業では、教師の直接的な指導を受ける時間が半分となり、残りは
自学自習の時間となります。また、どの学年においても、教科によっては、上の学
年での学習内容を、先に上級生と一緒に学習し、進級後に下の学年の学習内容を下
級生と一緒に学習する「合同授業」も生じます。

このような実情ですが、学校としては、子供たちの発達段階を最大限考慮し、学
習内容の前後を入れ替えることはあるものの、学習指導要領で規定された学習内容
を、６年間で漏れなく履修できるよう、細心の注意を払って教育課程を編制し、少
人数の強みを生かした指導を行っていく所存です。

複式学級に対して、不安な気持ちをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、
異学年で様々な学習活動ができ、学年の枠を越えた友達と関わりながら、主体的な
学びを実現できるという利点もあります。

本校が置かれている現状をご理解いただき、これまで同様、本校の教育活動に関
してご支援いただきますよう、お願い申し上げます。

記
【令和４年度の授業形態】

１年生 ２年生 ３年生 ４年生

国語 単(4) 単(4)

書写 単(1) 単(1)

社会

算数 単(5) 単(5)

理科

生活

音楽

図工

家庭

体育

道徳 単(1) 単(1)

特別活動 単(1) 単(1)

総合

外国語 単(2) 単(2)

注） 複：２つの学年がそれぞれの内容を学ぶ複式形態の授業

合：２つの学年が合同で同じ内容を学ぶ授業

単：１つの学年だけで学ぶ授業

※(　)の数字は週当たりの時間数

合(2) (単)

複式

合(2)

合(3)

複(8)

合(2)

複(1)

複(4)単（１）

複(6)

複(1)

合(3)

個
別
の
時
間
割

２組６年生５年生

複式

合(1)

合(1)

合(2)

合(1)

合(3)

合(3)

合(1.5)

合(1.5)

合(1.5)

合(2.5)合(3)

複(5)

合(3)

合(2.5)

合(1)

合(1)

合(2)

合(1.5)



令和４年４月８日

保護者の皆様

本郷小学校長 松山 幸市

写真や動画等の取り扱いについてのお願い

陽春の候、保護者の皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は本校の教育

活動にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

本校ではかねてより、教育活動を広く保護者の皆様、地域住民の皆様にご理解いただこうと学校・

学年便り、ホームページ等で、お子様の学習活動などの情報を発信したり、報道機関等への情報提供

をしたりしてまいりました。今年度も開かれた学校として積極的に情報を公開してまいりたいと思い

ます。

つきましては、保護者の皆様のご意向を確認したいと思いますので、お手数をおかけしますが、下

記用紙にご記入の上、４月１５日（金）までに担任にご提出ください。

キ リ ト リ

福井市本郷小学校

( )年 児童名

保護者名 印

写真や動画の取り扱いについて

いずれかに○をつけてください。

写真や動画の掲載や、報道機関等への取材や情報提供を

了承します。

了承しません。



令和 ４年 ４月 ８日

２～６年生保護者の皆様

福井市本郷小学校

校長 松 山 幸 市

緊急メールシステム登録について（お願い）

陽春の候、保護者の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃より、本校の教育活動へのご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

さて、本年度の緊急メールシステムが正常に流れるのかを確かめるために、下記の

ようにテストメールを配信する予定です。お忙しい中大変恐縮ではありますが、何卒

ご理解の程どうぞよろしくお願いいたします。

記

テストメールの配信 ４月１４日（木）

１６：００～１７：００の間に１回流します。

＊テストメールが届かない場合、１５日（金）に担任までご連絡をお願いいたします。

〒910-3255 福井市大年町６５－３２

福井市本郷小学校

℡0776-83-0922 担当：上田



令和 ４年 ４月 ８日

１年生保護者の皆様

福井市本郷小学校

校長 松 山 幸 市

緊急メールシステム登録について（お願い）

陽春の候、保護者の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃より、本校の教育活動へのご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

さて、緊急メールシステムへの手続きをお願いしたいと思います。別紙を見ながら

手続きをしていただき、１４日（木）までに確認書を担任へ提出してください。その

後、以下のようにテストメールを配信する予定です。お忙しい中大変恐縮ではありま

すが、何卒ご理解の程どうぞよろしくお願いいたします。

記

確認書の提出 ４月１４日(木）まで

テストメールの配信 ４月１４日（木）

１６：００～１７：００の間に１回流します。

＊テストメールが届かない場合、１５日（金）に担任までご連絡をお願いいたします。

〒910-3255 福井市大年町６５－３２

福井市本郷小学校

℡0776-83-0922 担当：上田



                                                                 令和４年４月８日   

１年生保護者の皆様 

福井市本郷小学校 

校長 松山 幸市                                                                       

                               

学校への電話連絡について（お知らせ） 

 

日頃より、本校の教育活動へのご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

さて、平成３１年４月１日より「働き方改革関連法」が順次施行されており、教職員の時間外勤

務時間」（いわゆる残業時間）に上限規則が設けられました。それを受けて、福井市教育委員会

では、教職員の残業時間を減らす方策の一つとして、福井市内の全ての各小中学校に電話連絡

を受ける時間帯を限定する電話機を導入しました。 

つきましては、学校への電話連絡が可能な時間帯は下記のようになります。ご不便をおかけ

しますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 

 

記 

 

１ 電話連絡ができない時間帯 

 ・月～金曜日・・・午後６時から翌日午前７時３０分まで 

（長期休業中は、午後４時３０分から翌日午前８時まで） 

  ※ 土・日・休日は、原則、留守番案内となります。 

  ※ 上記以外の時間帯には、次の案内が流れます。留守電（録音）機能はありません。 

   「ただ今の時間は、業務時間外となっております。平日の業務時間内に改めてご連絡く 

ださい。」 

※ ノー残業デー（水曜日）や学校行事の都合で、上記の時間帯以外でも電話がつながら

ない場合があります。 

 

２ 緊急事態発生時の連絡先について 

 ・緊急の連絡が必要な場合は、 

教育相談センター（２４時間相談）０７７６-５１-０５１１（福井県教育総合研究所）を

通して連絡をお取りください。 

 

３ その他 

・教職員が業務で職員室等に残っていても、特別な場合を除き、午後６時以降（長期休業中

は午後４時３０分以降）の電話には対応できません。 

・学校からの着信履歴に気づかれたのが午後６時以降だった場合、その後学校からの再度の

連絡がなければ、翌日以降に改めて学校よりご連絡いたします。 

・上記を基本の運用としますが、今後運用方法の改善を行う場合もあります。ご理解とご協

力をお願いします。 



令和 ４年 ４月 ８日

３～６年生保護者の皆様

福井市本郷小学校

校長 松 山 幸 市

下校時刻の変更について（お知らせ）

陽春の候、保護者の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

昨年度は、本校の教育活動に、多大なるご理解とご協力を賜り、誠にありがとうござ

いました。本年度も昨年度に引き続き、コロナ感染防止対策を十分に講じつつ様々な

教育活動を展開して参りたいと思います。

さて、令和４年度の下校時刻を、下記のように変更いたします。昨年度より５分早

く下校することになりますので、何卒、ご理解の程お願いいたします。

記

変更前 ・月曜日 ５時間授業 １４：４０下校

〔令和３年度〕 ・火～金曜日 ６時間授業 １５：３５下校

変更後 ・月曜日 ５時間授業 １４：３５下校

〔令和４年度〕 ・火～金曜日 ６時間授業 １５：３０下校

〒910-3255 福井市大年町６５－３２

福井市本郷小学校

℡0776-83-0922 担当：上田



令和 ４年 ４月 ８日

１～２年生保護者の皆様

福井市本郷小学校

校長 松 山 幸 市

下校時刻の変更について（お知らせ）

陽春の候、保護者の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

昨年度は、本校の教育活動に、多大なるご理解とご協力を賜り、誠にありがとうござ

いました。本年度も昨年度に引き続き、コロナ感染防止対策を十分に講じつつ様々な

教育活動を展開して参りたいと思います。

さて、令和４年度の下校時刻を、下記のように変更いたします。昨年度より５分早

く下校することになりますので、何卒、ご理解の程お願いいたします。

記

変更前 ・月曜日～金曜日 ５時間授業 １４：４０下校

〔令和３年度〕 ・火曜日 ２年生 ６時間授業 １５：３５下校

変更後 ・月曜日～金曜日 ５時間授業 １４：３５下校

〔令和４年度〕 ・火曜日 ２年生 ６時間授業 １５：３０下校

〒910-3255 福井市大年町６５－３２

福井市本郷小学校

℡0776-83-0922 担当：上田


