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小糸・清和地区統合準備室 第３回総務部会及び通学部会 会議録 

 

日 時：平成２９年１０月１８日（月） 午後７時００分～午後９時１５分 

場 所：君津市立秋元小学校 家庭科室 

 

【進行】 

只今より、小糸・清和地区統合準備室 第３回総務部会とその後に引き続いて 

通学部会を開会いたします。開会にあたり、会場校である秋元小学校 大野校長 

よりご挨拶申し上げます。 

【会場校校長 挨拶】 

 秋元小学校 大野校長 挨拶 

【進行】 

ありがとうございました。 

いま校長先生の方からもお話がありましたが、施設の改修等については、これ

から予算の要望を挙げていく段階で、現在要望をいただいており、どこまで何を

やるかというのはこれから精査していくことになります。 

それでは、議題に入る前に、本日の予定について確認をさせていただきたい 

と思います。 

まず、前回の総務部会において終わらなかった校名候補、小糸・中小の校名候 

補の絞り込みについて、先に行いたいと思います。それが終わりましたら、その 

まま通学部会へと移りたいと思います。なお、総務部会が終わりましたら、校長 

先生と総務部会担当の保護者の方につきましては、ご退席していただいて構いま 

せん。ただ、子どもたちに関わることでもありますので、もしご都合がつきまし 

たら、そのままご意見を頂戴したいと思います。 
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また、通学部会担当の保護者代表と地域代表の方につきましては長くなり申し 

訳ありませんが、引き続きよろしくお願いしたいと思います。また、本日は各校 

の教頭先生方にもご参加いただいております。今回途中で区切ることができそう 

になかったのでご参加いただいております。ご了承ください。 

本日も、会終了の目途を９時としたいと思いますので、ご協力のほどお願い 

いたします。 

それでは、議事に移りたいと思います。議長よろしくお願いいたします。 

【議長】 

それでは、議事に移ります。この会の議長の小糸中の宮﨑です。よろしくお願 

いいたします。 

まず、前回までの校名候補の絞り込みについて、簡単におさらいをしたいと思 

 いますが、先週事務局より送付されました校名候補の絞り込みについて集約され 

 た資料があるかと思いますので、確認します。 

清和地区の小学校については４つ、次に中学校についてですが、なかなか絞り 

きれずに、議論も出尽くした結果、自分がよいと思うものに手を挙げてもらいま 

して、それを参考に挙げたものが４つ、君津中央中と中央中を別々に数えると５ 

つになっております。 

そして、小糸地区の小学校については今のところ９つ、皆さんから意見として 

 候補が挙がっております。 

よって、この小糸地区の小学校について、まだ絞り込みが終わっていませんの 

で、いくつかに絞り込んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

その前に、清和地区の小学校と、中学校について一通り候補が決まったのです 

が、それについてまだ何か意見のある方はいらっしゃいますか。 

【Ａ氏】 
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  確認ですが、いま挙がっている清和地区の小学校４つと中学校４～５つの校名 

候補については、これは４つとも順番もなく、そのまま教育委員会会議に出すの 

か、そのへんについて教えてください。 

【学校再編推進課 植田主査】 

できれば推薦の順番、一番はこれがいいだろう、二番目はこれこれこういう理 

由でいいだろうということで、できれば２、３点～４点ぐらい、今出ているもの 

でよければその中でしっかり根拠を示し、順位をつけていただいたうえで、総務 

部会でこういう意見をいただいていて、我々としてもこう考えているということ 

を教育委員会会議へ伝えます。そうでないと、教育委員には、この地域の方や、 

そうでない方もいる中で、冷静に市全体を見て考え、地域の方々はどう思ってい 

るのかということを聞かれると思いますので、みなさんの総意としてこれでとい 

うように絞りたいと思います。 

【Ａ氏】 

  わかりました。 

【議長】 

  司会の私が言うのもなんですが、前回の終了間際に、このようなかたちで絞り 

込みましたが、地域の方々等に投げかけて、また情報を得ておいてくださいとい 

うような言葉があったかと思うのですが、私は私なりに考え、集計した人でない 

とわからないと思うのですが、子どもたちの参加の具合というか、候補として挙 

がってきた校名に子どもたちのものは、どれぐらい入っているのかと思い、あま 

り特定されないように、３～４点ではなく６点ぐらい挙げて、職員に子どもの反 

応を見てくれないかと聞いてみたところ、中学生には、知名度がないということ 

もあるのですが、周東中というのは全く人気がないんです。また、君津南とか君 

津中央とか、似たようなものがいっぱいあって何か自分の学校の名前ではないん 
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じゃないかという反応があって、私はそれを聞いて、皆さんに先日手を挙げても 

らいましたけど、結論を急ぎすぎたかなと思って、子どもたちの自分の学校、自 

分たちが決めるのに参加できたんだという意識がないまま、もしこれで決まった 

としたら、子どもたちに納得させるという意味において、とても厳しいところか 

ら入っていかなければいけないのではないか。子ども不在のまま決めてしまった 

のではないかと、個人的に反省して、今日は機会があったらと思って言わせてい 

ただきました。 

では、一体どうしたらいいのかということなんですけども、例えば子どもの選 

ぶ数と言ったらいけないのかもしれないですけど、ベスト１とか２を候補として 

１つか２つぐらい教育委員の方々に、子どもたちが希望する校名を挙げてはどう 

かなと思います。今更言っていいかわからないのですけど、どうしても子ども不 

在のまま決めているような気がして、そういう意見がわいてきてしまいました。 

子どもに１回意見を言えるものとしてチャンスがほしいなと思います。それにつ 

いても何か意見があれば。 

【Ｂ氏】 

  おおもとの資料の中で、子どもたちから出たものがどれというのはありますか。 

【学校再編推進課 植田主査】 

  ありません。もともと募集をするときに、数ではないということでやっていま 

すので、数で細かく小糸中から何票というのはありません。 

【Ｂ氏】 

  子どもたち不在というのが受け入れられないまま出していってもいけないで 

しょうから、時間的には厳しい状況にはあると思いますし、統合準備室に任せら 

れているものではありますが、情報収集してあくまで参考ということで、子ども 

たちの意見を聞く機会、また、時間があれば賛成をしたいと思います。 
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【Ａ氏】 

  前回、多数決では決めません、事前の公募で数では決めませんとしながら、結 

局多数決で決めているところがあるかと思います。ですから、終わった後にち 

ぐはぐなことをしているなと自分で反省しました。もちろん民主主義でいいで 

すけど、校長先生のおっしゃるとおり、参考として、子どもたちのアンケート結 

果は、子どもたちから小学校・中学校別で、どういう意見が多いかくらいは情報 

として貰えたほうが、今の話の流れで判断も変わったりするのかなという気もし 

ますが、それをお示ししていただくことはできないのでしょうか。 

【学校再編推進課 植田主査】 

 集めた場所でそれぞれ何件とかいうのは調べることはできます。われわれも集 

計してきた中で、ニュアンスとして、子どもたちからの意見で多かったのは、ど 

ちらかというと、卒業生も含めて、小糸は自分が過ごしてきた場所だから小糸の 

名前は残したい、清和の人たちも同じだろうという点で、小糸と清和の名前を合 

体させるような名前が多く出ていました。それがいろいろな糸清とか小和とか、 

そういったものが比較的多かったかと思います。数をしっかり把握してはいませ 

んが、ニュアンスとしてはそういうものでした。ただ、子どもたちの声を聞くと 

いうことは、時間的には可能だと思いますが、ちょっと難しいなと個人的に思う 

のが、小糸の生徒は小糸の中でしか過ごしてきていない中で、小糸に愛着を持っ 

ている、これは大事なことだと思いますが、ただ清和の子たちはわからないと思 

います。小糸と中の小学校の児童に、清和の小学校のことを聞くのかどうかとか、 

中学校になったときには生徒の全体数は違いますし、そのへんをどう捉えていく 

かということになるかと思います。やっぱり自分の住んでいた地域の子どもたち 

はきっと学校でも地域を愛する子どもたちを育てていると思いますし、それはそ 

れとして大事にしながら意見として踏まえて、大人の判断も必要なのかなと個人 
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的には思っています。もし数を出せばというのであれば、ある程度は出せると思 

います。 

【Ｃ氏】 

  おっしゃることは半分わかるのですけど、子どもが不在かと言われると別に不 

在ではないと思います。公募なので、子どもも含めて全部応募すればよかった話 

で、逆に言うと学校側は応募期間中にどういう活動をされたのかというのと、例

えば学校側も応募しなさいとか考えてというふうに促したのか、児童生徒たちが考

えたのかどうかあるかと思います。私は自分の子どもたちには、どうするんだとい

う話はしましたけど、なかなか子どもって出てこないわけです。その中で先程おっ

しゃったように、自分が行くところがいいのはもう当たり前の話で、たぶん秋元小

だったら秋元小がいいと言うに決まっているし、三島小だったら三島小がいいって

いうに決まっていると思います。そうなると、その先に進まないと思います。小糸

中に聞けば小糸がいいと言うでしょうし、清和中に聞けば清和がいいって言うでし

ょうし、子どもが不在だったかというとちゃんと参加できていると思います。いま

出てきている候補を選ぶとなるとそれこそ多数決になると思います。子どもたちが

自分で選んだのが、例えば小糸中学校だったりしたときに、もし最終的に結果が違

ったら何で違う名前になったんだという思いを逆に子どもたちに持たせてしまう

ことが出てくるのかなとも思います。 

【議長】 

  自分の学校は小糸中が一番多かったかどうかはわからないのですが、意外と 

小糸と清和をくっつけた名前も子どもたちに聞いてみると多かったのかという 

気がします。 

 何か子どもが選んだというものがわかるものが一つでも入れてもらえるとい 

いかなという気がします。 
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【Ｄ氏】 

  中学生になると、生徒会の活動とか活発にやれるような年齢に達してきまして、 

例えばいじめに関して、中学校の生徒会が自分たちでどうしたらいじめがなくな 

るだろうかということを考えて、それを他校の各学校の生徒会長さんたちが集ま 

って話し合って、それを持ち帰ってこういうことがありましたという報告をする 

活動ができるようになります。例えば、学校間の交流をしていましたというお話 

が校長先生からありましたが、時間がない中ではありますけども、子どもたちが 

主体的に考えてみるという機会を作るのは無駄ではないのかなと思います。私た 

ちが子どものときも主体的になるというのが苦手で、何となく決まったものを与 

えられて、それに沿って合わせて成長するというものでしたが、そういう時代か 

らも今の子どもたちは進化をしていて、自分の意見も言いながら、相手の話を聞 

きながら思いやりながら苦しみながらも何かを生み出すというやりとりが、統合 

する小糸中と清和中の子どもたちが、少しでもそういう関わりをする中で一つの 

候補として何かが示せればいいのかなと思います。それが採用されるかはわから 

ないけども、自分たちで新しい学校になるという意識を持ちながら苦しむ時間が 

あってもいいのかなという気がします。 

【議長】 

  では、生徒の意見を入れたものを追加するのか、今出ているものからにするの 

かなど、地区ごとに少し話し合ってみてもらえますでしょうか。 

【議長】 

  では、よろしいでしょうか。清和中学校お願いします。 

【清和中学校 石井校長】 

  先ほどから出ていました子どもの意見をもっと吸い上げたいという意見とい 

うのは大変ありがたい話だなというふうに心から思いました。今の清和中学校の 
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生徒たちを見ていますと、割と「僕たちはもう意見は出しました」ということで 

こちらに預けているという印象です。「どうなったんですか、先生」という感じ 

ではなくて、「途中経過でいまこういう話し合いをしてますよ」「へえ、そうなん 

だ、どうなるのかね」といった具合で、自分たちで決めなきゃというよりは、「流 

れがちゃんと決まっているのだから、公募の段階でいっぱい集まりました、その 

中で大人たちが君たちのために責任を持って決めています」というところに預け 

てくれている気がします。 

  いま例えば子どもたちの意見を聞くとなると、小糸や清和、あるいは２つを組 

み合わせたような名前に戻ってしまうのではないかと思います。周東という名前 

が出てこないというのは当たり前で、子どもたちはこの地名なんて知っているわ 

けがない。もしこの中のどれかに決まった場合に、きちんと子どもたちと地域に 

説明できるだけの根拠を、われわれが話し合って提示できるようにするというの 

が、この話し合いの場所の趣旨ではないのかなという気がします。 

 大人たちに任せて、公募してきちんと流れを決めてここに意見を集約してここ 

まで決めた以上は、この後どれを選ぶのかという価値観をきちんとわれわれが話 

し合って、しっかり根拠を提示できた方が、他の地域の方々にとってもスムーズ 

に決まるのかなと思うし、この後制服とか校歌とか決めるものいっぱいあります 

から、その度に「子どもはどうするか」とやっていたら、スムーズに決まるもの 

も決まらないのではないかという気がします。 

われわれがどっちかに決めなくてはならないものは、子どもの意見をどうする 

ではなくて、新しい学校の夢のある名前を選んでいくのか、伝統とか地域への愛 

着とか思いを生かしたものを選んでいくのか、そちらの趣旨で話し合った方がず 

っとスムーズですし、われわれがここに集まっている意味もあるのかなと思いま 

す。子どもたちの意見を吸い上げるという意見も大変ありがたいのですが、この 



9 

 

応募いただいたものの中からわれわれが責任を持って選んだものがこれなんだ 

ということをもう一度この中で順番を決めるとか、どれが一番好ましいかという 

のを話し合ったほうがいいのかなという気がします。 

【議長】 

  ありがとうございます。他いかがでしょうか。 

【Ｅ氏】 

  基本的には同じ意見です。もしやるとしても、小学生に聞くのは難しいと思い 

ます。 

【Ｆ氏】 

  基本的には賛成です。というのは、仮に生徒会は生徒会で検討してくださいと 

なっていくつか出してきたときに、でもやっぱりいろいろ考えたらこっちの方が 

いいということで決めたときに、生徒からすれば「私たちの意見は出すだけであ 

って反映されないじゃないか」となってしまうと、かえって逆効果なのかなと思 

います。ですから、子どもたちに説明するときには、これだけの応募があったん 

だと、たくさんある中でわれわれが責任をもって検討して決めてきたんだよと、 

子どもたちの意見もこの中に入っているよとした方が混乱を招かなくていいと 

思います。確かに私も当初、子どもたちに返していろいろ意見を聞いてみるのも 

いいかなと思いましたけど、この先を考えると、その度に意見を聞くとなると難 

しいなと思います。ですから、例えば最初から校歌は子どもたちから募集すると 

か決めておけば問題ないと思います。清和中の校章は生徒から募集して決めたの 

ですから、そういう方針が最初から決まっていれば、問題ないと思います。 

 今ここまで来て、ある程度絞っていかなければ次へ進んでいきませんので、今 

のような考えでいいのかなと思います。子どもたちに対しては、みんなの意見も 

入れながら最終的には教育委員会で決めたというような方向でいいかと思いま 
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す。 

【議長】 

  ありがとうございました。３つのグループから同じような意見をいただきまし 

た。では、そちらの方向でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

  それでは、校名について絞り込みを再開し、ご意見を募集いたします。 

【Ｂ氏】 

  先程の訂正をいたしますが、最初のスタートの話だったものですから誤解を与 

えたみたいですが、私は選んである中から子どもたちにという意味合いでした。 

それはさておき、この後は選考基準にしたがって決めていくのがいいと思います 

が。 

【学校再編推進課 植田主査】 

  それでは、選考基準について再度確認したいと思います。 

応募要領に載せてある４つです。１つ目は、漢字、ひらがな、カタカナにより

表記され、読み書きが容易な名称。これはすべてクリアしていると思います。 

２つ目は、地域の自然条件や歴史・文化にちなんだ名称。３つ目は、児童・生

徒や住民等の理想や願いにちなんだ名称、４つ目は新しい学校としてふさわし

い名称、２～４はどれか１つ該当すればよいということになっております。選

考基準は以上です。 

【議長】 

大きく分けると、全く新しいものにするか、前からある名称を用いるかという 

ことになりますよね。 

【Ｇ氏】 

  今のお話聞いていて、すべて選考基準にあてはまっているのではないかなと思 
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います。大事なのは、小糸小・中小・小糸中の学区の方々がどういうふうに思わ 

れているのかというのはとても大きいと思います。ぜひ前回の協議から、今まで 

の協議も含めて何かあれば聞いてみたいと思います。 

【議長】 

  では、小糸小・中小の方で何かご意見があればお願いしたいと思います。 

【Ｈ氏】 

  私たちの世代というのは、小糸東・小糸西小でした。ですから、小糸・中とい 

うより小糸の東と西が集まって小糸中にというものでしたので、われわれの世代 

からすると、小糸小という校名に対して別に抵抗はないです。 

 全く新しい名前３つのどれかにするというのは、小糸地区にはあまりふさわし 

くないのではないかというのが私たちの考えです。 

【Ｅ氏】 

  おっしゃるとおりです。小糸小はありかなと思います。糸籾小は言いにくい、 

また中小糸小もちょっと言いにくいとも思います。 

【議長】 

  双方で共通しているものとしては、全く新しいものというのはないのかなと判 

断します。既存の名称を引き継ぐか、２つを組み合わせるものの中から、という 

ものでしょうか。 

  他にいかがですか。 

【三島小学校長 奥倉校長】 

  中・小糸小の方の意見を聞いてからお伝えしようと思っていたのですが、清和 

地区について、三島小から見たら三島と秋元が一緒になって、清和地区から 

１つの小学校、清和小という校名候補が悩まずに挙がったときに、清和中の「清 

和」が残ってよかったと思いました。同じように、小糸地区でも、清和地区と同
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じように小糸地区の名前を残せたらと思いました。 

【議長】 

 他にいかがですか。 

【Ａ氏】 

  幅広く、上に挙げてもいいのではないか。新しいものでなくてはならないとか、 

既存のものではなくてはならないとかではなく、幅を持たせて、例えば３つのカ 

テゴリーのそれぞれ１番を挙げるなどしたらどうか。 

【Ｆ氏】 

  一番心配したのは、小糸小にしたときに、中地区の方々はどう思うのかという 

ことでした。もともとは小糸地区にある学校だし、場所は中小を使うわけですし、 

お互いに地域が納得すれば小糸小でもいいのかなと思います。清和は、もともと 

秋元村と三島村が統合して清和村ができて、学校名が清和中になったわけです。 

ところが、市町村合併で清和村がなくなったので、清和中だけは清和という名前 

だけは残ったという経緯があります。今度は中学校が統合でなくなるので、小学 

校に清和という地域の名前を残そうとなって清和小があがってきたのだと思い 

ます。ですから、地域の方々が小糸小に納得してもらえるのであれば、それが一 

番いいのではないかなと思います。 

【議長】 

  それ以外に何かありますか。 

  では、小糸小、小糸中小（こいとなか小）、これに周東小を入れるのかという 

ことになると思いますがどうでしょうか。 

【Ｉ氏】 

  小糸小がいいかとは思うのですが、その際に漢字を使うか、平仮名を使うかで、 

若干その地域に住む人の取り方が違うのかなと思います。中小の方からすれば、 
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まったく小糸小の漢字を使っていないからいいのかなと思いますし、私も小糸中 

出身で、中小の方も小糸中出身なので、小糸という字はいいと思いますが、漢字 

と平仮名と別々にして両方挙げてもいいのかなとも思います。 

【議長】 

  では、周東などはよろしいですか？ 

（異議なし） 

「小糸小」「こいと小」「小糸中小」「こいとなか小」の４つでいいでしょうか。 

（異議なし） 

  それでは、優先順位を決めるうえで手を挙げてもらうかたちをとってもよろし 

いでしょうか。 

【学校再編推進課 植田主査】 

  根拠もしっかりお願いしたいと思います。今まで出た意見で、地域の名前を小 

学校には残した方がいいということで、そのうえで漢字か平仮名かというふうに 

決めてもらえたらと思います。つまり、校名を絞り込むうえで、どういう思いが 

一番強いのかどうかということが大切です。 

 いまの状況をまとめますと、小糸と中の両方を入れるのか、単独で清和のよう 

に小糸とするのか、それを決めれば自然と優先順位も決まると思います。 

【議長】 

  では、どちらかに手を挙げてもらいたいと思います。最初に、小糸と中の両方 

を入れるのか、それとも小糸を引き継ぐのか、どちらかに手を挙げてもらって、 

その後に漢字か平仮名かについて決めていきたいと思います。 

【学校再編推進課 植田主査】 

  「こいと小」は応募には挙がっていないものでしたが、どういたしますか。 

【Ｆ氏】 
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  もともと漢字で小糸とあるので、平仮名にした方が新しいイメージを持たせる 

ことができるという意見が委員の中から出てきたとすれば、どこかで開示する必 

要があるかもしれないが、全く問題ないのかなと思います。 

【学校再編推進課 植田主査】 

  広報の方は準備を進めているところで、もし今日校名候補が決まれば便りとし 

て出す予定でおります。また、先進事例では、今まで挙がったものを全部出して、 

室長もおっしゃっていた子どもの意見も、便りによって自分の一票がここに挙が 

っているんだということは認識できるかと思います。あと、子どもが挙げたもの 

に対して、ある程度配慮も必要だと考えておりまして、これは一部絞り込んだ校 

名候補のみを掲載するというパターンもあるのですが、候補の中には、「何だよ 

これ、地域を馬鹿にしている」と捉えられてしまう可能性があるものもあります 

ので、すべて掲載するパターンと、絞り込んだもののみを掲載するパターンの 

２パターンだと思います。また、それによって子どもが他の子に「何でこんなの 

入れたんだよ」というような子ども同士や地域同士で変な感情が生じる可能性も 

ゼロではないと考えると、その辺を配慮して、必ず公表しなければいけないとい 

うことではないと思います。実際にこの場でこんな話し合いが出たというのは、 

議事録としてお伝えしますし、それが一般的には市民の目に触れるものになるか 

と思います。 

  まったく違うものではあれば話は別ですが、平仮名表記という違いなので、手 

続き上いいとか駄目とかではなく、皆さんのご了承を得られればいいのかなと思 

います。 

【議長】 

  では、平仮名の「こいと」ですが、入れてもよろしいでしょうか。 

（異議なし） 
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【議長】 

  では、まず小糸（こいと）にするか、小糸中（こいとなか）にするかについて 

決めたいと思います。手を挙げていただきたいと思います。 

【議長】 

では、小糸小、こいと小、小糸中小、こいとなか小の順で挙げたいと思います。 

  続いて、清和地区の小学校について確認の意味も込めて、優先順位を決めてい 

きたいと思いますが。清和小は一番でよろしいですか。 

（異議なし） 

  では、２番目以降となる「三秋小」「清和の森小」「清和中央小」について手を 

挙げていただきたいと思います。 

  では、まとめると、「清和小」「清和の森小」「三秋小」「清和中央小」の順で挙 

げたいと思います。 

【学校再編推進課 植田主査】 

  中学校の方も、一度確認をお願いしたいと思います。 

【議長】 

  前回は全体の中で３～４点決めるというものでしたからね。この中の優先順位 

ということですね。 

【Ｃ氏】 

  君津中央中と中央中、どちらかにはっきりさせませんか。 

【Ｆ氏】 

  君津市立と前につきますよね。君津市立君津中央中と君津市立中央中ではニュ 

アンスが違うと思うんですよね。でも、普段は○○市立をつけて呼ぶことないで 

すよね。だから、君津市立をつけなくとも君津とわかるようにしたいので、君津 

中央中がいいかなと思います。 
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【議長】 

  では、「君津中央中」と「中央中」は別にして考えていきたいと思います。 

  「周東中」「君津南中」「杜の泉中」「君津中央中」「中央中」の５つから優先順 

位を決めたいと思います。 

  では、まとめますと、「君津中央中」「周東中」「君津南中」「中央中」「杜の泉 

中」の順としたいと思います。 

 それでは、校名候補の方はこれで絞り込みを終えたいと思います。 

【学校再編推進課 植田主査】 

  議長ありがとうございました。 

中学校の方ですが、基本的には根拠として、新たな学校づくりということで、 

それぞれ既存の名前をつけずに、歴史や位置関係を絡ませるということで、この 

後われわれの方で整理し、根拠として今日出た意見を付け加え、改めて委員の 

方々には、こういう根拠で準備室として挙げていいかということで、確認をして 

もらいたいと思いますのでよろしくお願いします。 

では、大変長くなりましたが、第３回目の総務部会を閉会したいと思います。 

ありがとうございました。 

【学校再編推進課 植田主査】 

  それでは、お疲れのところ申し訳ありませんが、引き続き第１回目の通学部会 

を行いたいと思います。 

  今回は、今の総務部会が終わりまして、この後２１時が終了時刻予定であると 

いうことで、今日は前のスクリーンをご覧いただいて、次回皆さんからご意見等 

を伺えればと思います。 

これまでスクールバスについては、説明会に始まり、様々な質疑をいただいて 

おりました。どのような運行ルートになるのだとか、運行時間はどのようなもの 
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かと、特に保護者の方は、一番関心が高いのではないかと思っております。 

事前に資料をさせていただいたとおり、様々な検討事項がありますが、どのよ 

うにするのがより良いのか一緒に考えていただきたいと思っております。 

子どもたちにとってよい環境を整えたいと考えますが、バスの運行につきまし 

ては、非常に費用がかかる面もありますので、施設にしてもそうですが、全て希 

望通りというお約束はできませんが、ご了承いただけたらと思います。 

それでは、担当から詳細をご説明いたします。 

【学校再編推進課 小倉主事】 

学校再編推進課の小倉と申します。 

それでは、スクールバスについて説明をさせていただきます。 

まず、バスの種類についてですが、小回りがきく、コミュータータイプ車内や 

座席配置のイメージは、このような形で、運転手を含め１４名程度の乗車が可能 

となります。 

次に、少しサイズをアップさせてマイクロバス、大人だと、歓送迎会等で乗る 

機会があるかと思います。 

車内や座席配置のイメージは、このような形で、運転手及び補助席を含め２７ 

名程度の乗車が可能となります。さらに、サイズをアップさせて中型バス、修学 

旅行の時とかに使用するものです。 

車内や座席配置のイメージは、このような形で、運転手及び補助席を含め４７ 

名程度の乗車が可能となります。 

想定されることとして、遅刻や早退があった場合や、感染症などによる日課の 

変更、通学距離が長い子への配慮などが考えられます。通学時間、または教育活 

動のどちらを取るのかになってきます。どちらを選択するにしても、何を優先し 

て取り組んでいくのが良いのかという点になってきます。 
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こちらは、平成３１年度の小糸中へ通学する生徒の配置図です。合計４７名程

度を想定しております。なお、これとは別に指定校変更で既に小糸中へ通ってい

る子はどうするかといった点もあります。 

今後、運行ルートの検討や必要なバスの確保に向けて準備を進めてまいります。 

次に、運行ルートについて、例えば、奥米の子をスタート地点として、走った

場合、このようなルート想定で、停車は３～４回程度で３９分程度。旅名の子を

スタート地点として、走った場合、このようなルート想定で、停車は４～５回程

度で３６分程度を想定しております。どちらも、時速３０ｋｍで、１箇所の停留

所を１分で走った場合を想定しています。通学快速みたいな形で、時間を短縮で

きないかなと考えておりますが、実際には、信号の有無や、交通状況により、こ

のとおりにはいかない面もありますが、こんな想定をしております。 

また、小糸中よりの、市宿、日渡根、清和市場などについては、大きなバスで

運んで、停留所を多くして、拾っていく想定のものです。あえて、一旦戻ってか

ら向かっているのは、君津鴨川線の道路を横断しない手法で考えました。ただ、

信号がある場合もありますので、横断させるという考えもあります。 

次に、検討事項についてです。こちらの１０項目について、本日は様々な議論

を交えたいと思います。 

まず、出発時間についてですが、小、中共に通常登校につきましては、始業時

刻に間に合えばいいのかなぁと考えますので、始業時刻は朝の８時５分の学校が

多いので、それに間に合うように、１０分くらい前に到着すればいいのかなぁと。  

先程の想定から考えると、始発の子は７時１５分、家を出る時間はその５分く

らい前だとして７時１０分。これが、通常登校のイメージとなります。なお、始

発の子につきましては、自宅前でもとは思いますが、一応、５分前行動という学

校でもあると思うので、それに沿ったかたちといたしました。 
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次に、行事などで早めに登校する場合ですが、例えば、朝早めに登校して行事

等を行う場合、開始時間が７時１５分だとして、準備などがあることを考え、そ

の１０分前に到着。運行時間を踏まえ、始発時間は６時２５分、家を出る時間は

その５分くらい前だとして、６時２０分と想定になります。 

出発時間におきましては、ずばり何時なら出発できるか。ここにかかってきま

す。児童生徒共通の通常登校、こちらにつきましては、始業時刻を目安に考えて

いくのが良いのかなと考えます。早く登校させて、朝子どもたち同士で遊ばせる

などという考えもあるかもしれませんが、登校に伴う各家庭の負担や準備時間、

早めの登校時間帯で何かあった際は、教職員の勤務外となってしまいますので、

そういった面も踏まえると、早く行って大丈夫かなということが考えられます。 

あとは、中学生で行事を実施した場合ですが、案１として、朝早く登校して、

行事を行うということであれば、早めの登校となりますので、先程例示したスケ

ジュール、早い子で６時２０分頃に家を出る必要があります。 

案２としましては、行事は実施しない。ということであれば、これは、通常登

校同様になりますので、始業時刻を目指しての登校となります。ただし、こうい

った行事に関しましては、ニュースでも取り上げられているところで、教職員の

多忙化、ということで今非常に問題になっているところです。そことの兼ね合い

もありますので、行事等を実施する場合のバス運行時間について協議をいたしま

すが、実施の有無につきましては、国の動向を踏まえ、教育課程部会で検討を進

めてまいります。 

次に、下校の出発時間ですが、小学校低学年については、下校時刻が早いので、

大体２時４０分、そこから、バスに乗るまでのことを考えると、低学年ですので、

１５分くらいは必要と考えますので、２時５５分の出発として最後の子の到着が

３時３５分、自宅に到着するのが３時４０分頃となる想定です。 
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小学校高学年から中学校の下校時刻については、大体３時３０分ですので、乗

車までのことを加味して１０分後の、３時４０分の出発として最後の子の到着が

４時２０分、自宅に到着するのが４時２５分頃となる想定です。 

次に、放課後の部活動終了後の下校時刻ですが、まず、春から夏にかけてです

が、大体６時に完全下校となりますので、中学生ですから、乗車までに時間はか

からないでしょうし、早めに帰宅できるよう出発はその５分後、６時５分出発と

してゆらり揺られて最後の子の到着が６時４５分、自宅に到着するのが６時５０

分頃となる想定です。 

冬に関しましては日が短くなり、下校が早くなりますので、大体４時３０分に

完全下校となります。こちらも出発は５分後、４時３５分出発として最後の子の

到着が５時１５分、自宅に到着するのが５時２０分頃となる想定です。朝練を実

施した場合の運行以外につきましては、始まりと終わりの時刻から考えるのがよ

いのではないかと考えます。 

次に、停車回数についてです。まず、停車回数を多くした場合ですが、メリッ

トとしまして、きめ細かな運行となりますので、その分、停留所から自宅までの 

距離を短くすることできます。デメリットとしまして、車の停車時間が延びます 

ので、その分、乗車時間が長くなり、最初に乗った子ほど長く乗車することとな 

ります。 

反対に、停車回数を少なくした場合ですが、メリットとしまして通学快速のよ 

うなものを考えられますので、乗車時間の短縮が可能となります。デメリットと 

しまして、先程とは反対で、停車回数が少ない分、停留所までの距離が長く 

なることが想定されます。 

停車回数についての案ですが、案１として、停車回数は多くなりますが、きめ 

細かに拾う案。案２として、停車回数を少なくして、通学快速のような案。案３ 
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として、通学距離やバスのサイズに応じて運行する案。子どもたちは毎年入れ替 

わりがありますので、様々な状況に対応できるとよいと考えます。 

次に、バスの停留所までの距離についてです。こちらにつきましては、先程の 

停車回数と密接に関係してきますので、バス停までの距離を短く、あるいは長く、 

状況に応じてと３案考えられます。ずばり、何ｍなら歩けるか、といったところ 

になります。先進事例として、自宅前に始まり、３ｋｍというものまで、自治体 

によってそれぞれでした。なお、自宅前というのは、皆が皆というものではなく、 

自宅前の子もいるといったものです。停留所までの距離で多かったものとして、 

５００ｍないしは１ｋｍというものでした。１ｋｍを超えて、例えば２ｋｍ歩い 

てからバス通学となると、トータルの通学にかかる時間が長くなりますので、１ 

ｋｍまでの設定が多いのかなと考えます。 

バス停までの距離の案についてですが、案１として、なるべく自宅に近くの概 

ね５００ｍ。案２として、少し歩いて概ね１ｋｍ。案３として、発達段階に考慮 

して、小学３年生までは概ね５００ｍ、小学校４年生からは概ね１ｋｍ。案４と 

して、上限は１ｋｍとして、状況に応じてと４案考えられます。こちらにつきま 

しては、停車回数との兼ね合いがありますので両方セットで考える必要がありま 

す。 

次に、停留所でバスが子どもを待つ時間についてですが、まず、待つ場合です 

が、メリットとしまして乗り漏れが防げますので、揃って通学することができま 

す。デメリットといたしましては、待ち時間の分だけ乗車時間が長くなりますの 

で、早く乗った子ほど長くなり、遅く乗る子ほど、バスが予定どおり来ないと 

いったものです。そして、その分道路を塞ぎますので、渋滞の原因となり、地域 

への負担も出てきます。反対に、待たない場合ですが、メリットとしまして時間 

通りに運行できますので、全体に影響なく、バスが来ないといったことがなくな 
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ります。予定通りの運行ですので、バスが道路を塞いで地域に負担をかけること 

もありません。デメリットといたしましては、当然、乗り遅れには対応できませ 

んので、個別通学といったものになります。待つか待たないかになりますが、待 

つとした場合、何分待てるのかというは、実際に厳しいところもあり、全部の停 

留所で均等に何分待ちますよとなると、あまり待てないといった点と、乗車時間 

もどんどん延びてしまいますので、待つという選択肢は、結構厳しいかなと考え 

ます。 

次に、スクールバスの乗車基準についてです。通学基準の距離としまして、小 

学生は概ね４ｋｍ、中学生は概ね６ｋｍと君津市学校再編基本計画、そして国の 

手引きにも基準が定められており、これを超えるようなには場合には、スクール 

バスの導入を視野に入れていくと、基本計画に記載しております。 

他市の多い事例として、小学生は２ｋｍ～４ｋｍ、中学生は２ｋｍ～６ｋｍと 

いったものでした。多いのは、小学校、中学校は別々に定めているパターン、本 

市も同様ですね。あとは、小学校低学年だけ分けるとか、そのような事例でした。 

一番多かったのは、国が出している基準がありますので、それと同じ小学校４ｋ 

ｍ、中学校６ｋｍでした。 

それでは、バスの乗車基準ですが、先程の通学距離を踏まえて案１として、小 

学生４ｋｍ、中学生６ｋｍ。案２として、小学生２ｋｍ、中学生４ｋｍ。案３と 

して、小学生２ｋｍ、中学生３ｋｍ。案４として、案１～３のいずれかとし、空 

きがあれば基準外でも乗車を可能とするものです。案１だと、例えば、現在の小 

糸小学校区で中小までの距離を考えると、乗車対象とならない子が、３分１は出 

る見込みです。 

清和地区の小学生においては、現在の清和中学校までの距離を考えると、乗車 

対象とならない子の方が多くなります。中学生については、市宿、日渡根、あと 
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ぎりぎり清和市場も対象とならない子が出てきます。 

次に、小学生、中学生を同じバスでの乗車についてです。まず、混乗とする場 

合ですが、メリットとしまして、下は７歳から上は１５歳となりますので、異学 

年交流ができるというものです。デメリットとしまして、小、中では目的地が違 

ったりしますので、停車回数の増加が見込まれます。反対に、小、中は別とした 

場合のメリットとしまして、運行方法の工夫が図れますので、通学快速などが考 

えやすくなります。デメリットとしまして、小、中分ければ、その分、バスの配 

備が多く必要となってきます。 

それでは、混乗の案についてですが、案１として、混乗する場合、メリット、 

デメリットは先程の説明同様です。デメリットの解消策としましては、停留所の 

集約で対応ができるのかもしれませんが、停留所までの距離及び停車回数と深く 

関係してきます。案２として、小、中学生は別にする場合、メリット、デメリッ 

トは先程の説明同様です。案３として、小、中学生は別で＋の要素を持たせる場 

合、基本は案２と同じとしつつも、状況に応じて混乗を許可する。例えば、中学 

校で部活を引退した３年生については、帰宅時間が毎日早くなりますが、予算の 

兼ね合いから、バスは部活動と同じ時間での帰宅となると、学校で残って勉強す 

るなり待っていただく可能性もあります。そこで、混乗を良しとするのであれば、 

小学生を乗せて帰る便と調整を図り、帰宅することもできるのではないかなと考 

えます。 

次に、バスの立ち乗りについてです。まず、立ち乗りしない場合についてです 

が、メリットとしまして着席しておりますので、安全面の確保、立ち乗りからの 

疲労軽減が考えられます。デメリットとしまして、ないものと考えます。あえて、 

あるとするならば、立ち乗りよりは乗車人数が少なくなるといったものではない 

かと考えます。反対に、立ち乗りはありとした場合ですが、メリットとしまして、 
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乗車人数が増やせるものです。デメリットとしまして、安全面の確保です。事故 

はないにこしたことはありませんが、どんなに気をつけていても、もらい事故な 

ど万が一あった場合のことを考えると、厳しい面があるものと考えます。 

次に、休日運行についてです。こちらは、中学生のみとなります。まず、先進 

事例についてですが休日運行は実施しますが、平日と同じような通常運行ではな 

いものです。また、休日運行は実施しないというものでした。今後の検討事項と 

しましては、子どものたちの充実した学生生活のために、バスの配備はしたいと 

考えますが、先進事例同様、通常運行は厳しいのかなと考えるところもあります。 

例えば、いつもより停留所の集約を図るまたは、停車回数を増加させるといった 

ものです。 

次に自転車通学についてです。こちらも中学生のみとなります。先進事例です 

 が、スクールバス、または自転車通学を選べるといったものです。ただし、雨が 

降ったからバスで、晴れたから自転車といったものではなく、１年間どちらかを 

選択するといったものでした。これにつきましては、例えば、晴れたけど、今日 

は調子が悪いからバスに乗ろうとかが出てきますと、バス運転手も把握しきれま 

せんので、委託契約の面からも厳しいと考えます。 

また、バス停までの自転車通学ですが、自転車に乗るのですから当然一定の距 

離は必要と思います。 

今後、学校との検討事項ですが、バス停まで、そして学校までの自転車通学に

ついてです。自転車通学につきましては、学校で規定が設けられている場合もあ

りますので、その点の兼ね合いも出てくるかなと考えます。例えば、停留所まで

そこまで距離がなくても許可するのか、君津地区においても自転車通学をしてい

る生徒はおりますが、２ｋｍ以上の距離が必要なものであったりします。また、

学校まで自転車通学を許可する場合ですが、当然、安全面も踏まえた検討が必要
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となります。 

最後にその他についてです。まず、利用料金についてですが、先進事例として

料金を取っているところもあるようです。その内容としましては、通学に利用す

る子どもからだったり、通学以外に利用する市民だったりといったものです。 

 例えば、料金は払うからその分バスを増やしてほしいとか、いやいや負担はない

ようにしてほしいなどあると思います。本市といたしましても、できるだけ負担

のないようにとは考えますが、今後協議を進めていく中での課題ではあります。 

なお、通学に利用する児童生徒からは料金を取っていない自治体が多く見受けら

れました。 

次に、添乗員についてです。バス添乗員につきましては、添乗員がいるところ

もあるなといったもので、基本的にはいない例の方が多いのかなと。先進事例か

らは、子どもの安全指導という面から、月１回程度教職員に協力をいただいたり、

現在もＰＴＡ活動で安全指導を行っていると思いますが、スクールバスに月１回

添乗して安全確保に協力する活動を行っているケースもありました。 

次に、学校での乗降場所についてです。学校内もしくは学校近辺での乗降とな

ると思いますが、安全面を最優先事項として考えていきたいと思いますので、道

路を横断するようなことがないもので検討したいと思います。なお、必要な工事

整備も出てくるかもしれませんので、その点については、学校サイドと相談した

いと考えます。清和中は、正門から入って、そのまま中で乗り降りというかたち

かなと考えます。 

次に、道路の横断についてです。停留所でのバス乗車にあたり、道路の横断を

どこまでなら大丈夫かということですが、例えば君津鴨川線のところを横断あり

とするか。もちろん車が多くて危ないという面もあると思いますが、逆に、あれ

だけの通りですから、整備されて、信号もありますので、そこならいいよとか、 
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 清和公民館に曲がって入っていくところは、信号機がある横断歩道ですので、整 

備がされているのであれば、太い通りでもよしとするかといった点です。 

次に、遅刻、早退の対応についてですが、これまでの見解としては、予備車両 

による対応や、タクシー券での対応といったことを説明させていただいたと思い 

ます。遅刻につきましては、やむを得ない場合もあるかと思いますが、 

 全てではありませんが、先進事例としては、遅刻は自己対応といったものが見受 

けられました。こちらの対応については、例えば、全ての児童生徒を送迎した後、 

もう一度バスを手配するとか、コミュニティバスを活用することなどが考えられ 

ます。また、体調不良につきましては、現在、保健室での休息、自力で帰る、保 

護者のお迎えといったものになります。今後につきましても、現行通りが一番な 

のかなとは考えます。なお、バスを使用してという点は、感染症拡大等の面から 

避けるべきと考えます。 

最後に、バスの地域活用についてです。例えば、スクールバスに関して、地域 

の交通網として活用することもできるかと考えます。通学に使用する児童生徒以 

外も乗せて、空き時間以外も活用したい、いやいや、まずは子どもたちを優先で 

考えて、それから空き時間を地域活用としたい、そもそも通学専用にするべきな 

ど、色々考えられますが、その点は、児童生徒の通学を優先にしながら、そのう 

えで、どのように活用できるのかについて、関係部局と連携しながら取り組んで 

いきたいと考えます。 

続いて、今後の進め方ついて、大体ではありますがご説明いたします。まず、

会議のスケジュールですが、本日の通学部会で検討いただき、ある程度の方向性

を決めた後、その方向性について、保護者説明を行うのがよいと考えております。

もちろん、確定したルートを示せるものではありませんが、それ以外に関するこ

とで意見をいただき、その意見がルートにも関係するものと考えます。その後、
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いただいた意見を参考に、再度通学部会で検討し、方向性の確認をした後、運営

部において検討を行います。そして、あらかた決めた方向性を、教育委員会会議

で報告を行い、運行に向けた準備に取り掛かります。 

最後に、運行までのスケジュールですが、本日を含め、各種会議で協議、事務

局で試算を行い、予算要求を行います。その後、バスの運転は民間委託となりま

すので、運行業者の入札を行い、運行業者が決定しましたら、業者から、具体的 

な説明を対象の保護者へ事前に行いできれば、運行の試走もやれるようにして、

運行開始を迎えたいと考えます。 

以上で、スクールバスについての説明を終わります。 

【学校再編推進課 植田主査】 

  前後してしまい大変申し訳ありません。この会の部会長ですが、運営部で協議 

を行い、最初に統合するのが中学校であるということ、そして清和地区がスクー 

ルバスの主な利用対象となるということから、清和中学校の空閑教頭先生にお願 

いをいたしましたので、ご了承いただけたらと思います。 

 今日は時間の都合上、申し訳ありませんが、こちらの方で進行を務めさせてい 

ただきます。この後、本来であれば、この説明に対してご意見をまず頂戴したい 

ところだったのですが、時間も時間なので今回は説明のみということで、後日改 

めて通学部会を開催したいと思いますがよろしいでしょうか。あと、ＰＴＡ部会 

も開催していきたいと考えております。今回の総務部会の協議内容については、 

統合準備室だより第３号として発行し、自治会への回覧をしたいと思いますので、 

ご承知おきください。 

 この場でどうしてもということで何かあればお願いします。 

【秋元小学校 山口教頭】 

  バスの乗降場所として、学校で降りるときの安全面というのがありましたけど、 
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秋元小の子どもたちの現状を申しますと、２割の子は歩きで来て、８割の子は車 

で来ます。ということを考えると、バス停まで車で来る子が多くなることが予想 

されます。ですから、バスの停留時間とか回数は出ていましたけど、バス停近く 

に車が停められる場所がないと来ないのかなという現状がありますので、それを 

踏まえて懸案事項に加えてくださるといいのかなと思います。 

【学校再編推進課 植田主査】 

  ありがとうございます。 

【Ｆ氏】 

  もう秋元小と三島小が統合したら清和中を使うというのは確定ですよね。 

【学校再編推進課 植田主査】 

  はい。今のところはその方向です。 

【Ｆ氏】 

  ということは、バスは三島と秋元の二方面から来ることになりますよね。 

先程４ｋｍとありましたが、この秋元小から清和中まで４ｋｍなんですよね。と 

いうことは、これより遠いところでないとバス通学が可能でない、自力で行きな 

さいということになります。例えばの話ですけど、秋元の子が三島に行けば、片 

方で済む。中学校は清和から小糸に行くので、同様に一方面で済むと。もちろん、 

小学校が中学校に行くというのは、グラウンドが広いなどメリットも多くあるか 

と思います。 

【学校再編推進課 植田主査】 

  スクールバスのことだけ考えれば、一方通行で効率的に運行できるかもしれま 

せんが、いまは清和の中心である清和中に子どもたちが集まって育てようという 

ことで設置を決めております。先日も校長先生方に集まってもらい、小学生が今 

後中学校の施設を使ううえで、いろいろとご意見をいただいているところです。 
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【Ｇ氏】 

  清和地区は道路事情が悪いです。歩道のないところがいっぱいありますので、 

それも考慮に入れて検討していただければと思います。 

【学校再編推進課 植田主査】 

  ありがとうございます。 

【Ａ氏】 

  仕事柄、南房総市や市原市の事情をよく知っているのですけども、実際蓋を開 

けたらバスを希望しません、車で行きますというのが非常に多いんですよね。市 

の方で買ってバスを用意したけど、全然使ってくれないという事例が実際あるの 

で、事前にちょっと何キロ以上の方でないと乗れないよとかあると、事前に情報 

を知らせておいた方が無駄にならないのではないかなと思いました。 

【学校再編推進課 植田主査】 

  こちらでも保護者にこんな方向でいるということは投げる予定でいます。あり 

がとうございます。参考にさせていただきます。 

【Ｂ氏】 

  専用のスクールバスとして検討していくということでよろしいですか。利活用 

するという話が出てしまうと、途中の空き時間の利活用も考えなければならない 

ので。台数や大きさとかも。 

【学校再編推進課 植田主査】 

  これが決定事項ではありませんが、ご意見として参考にさせていただきたい。 

【Ｆ氏】 

要望としてですが、何年間スクールバスを使えるのか、学校がある以上はずっ 

 と続けますよと明記してほしい、保護者の送迎が多くなったのでバスやめますよ 

ではなく、１人でも希望すればやりますよということをお願いしたいと思います。 



30 

 

【学校再編推進課 植田主査】 

この場でどうするかお答えできませんが、ご要望として承ります。 

 

それでは、以上をもちまして、第３回総務部会ならびに第１回通学部会を終了 

 いたします。ありがとうございました。 


