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小糸・清和地区統合準備室 第２回通学部会 会議録 

 

日 時：平成２９年１２月２０日（水） 午後７時００分～午後８時３０分 

場 所：君津市立小糸小学校会議室 

 

【事務局】 

只今より、小糸・清和地区通学部会を開会いたします。 

  開会にあたり、会場校である小糸小学校 藤平校長よりご挨拶申し上げます。 

【会場校校長あいさつ】 

  小糸小学校 藤平校長 挨拶 

【事務局】 

ありがとうございました。 

藤平校長ですが、所用のためこれで退席させていただきますので、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 

い致します。 

なお、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。 

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】 

只今、通学部会の部会長としてご紹介に預かりました清和中学校教頭の空閑と 

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

子どもたちが安心して通学できるような環境を、皆様と一緒に考えていきたい 
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と思いますので、建設的な意見をお願いします。 

それでは、これより議事に移ります。前回一度説明を受けましたが、時間が少 

し空きましたので、「前回の振り返り」を踏まえ、「スクールバスの構想案」につ 

いてまとめて、事務局の説明を求めます。 

【事務局】 

皆さん、こんばんは。 

本日は、年末のお忙しい中、ご出席をありがとうございます。 

さて、第２回目の通学部会ということですが、前回は時間の都合により、意見 

をいただく時間がとれず説明のみとなってしまい申し訳ありませんでした。本日 

は、前回の説明における意見、そして、バスの運行方法の原案をお持ちしました 

ので、その説明に対しても意見をいただきたいと思います。 

児童生徒が安心して通学できるよう、子どもたちのことを考えて活発な議論を 

行いたいと思います。 

  それでは早速ですが、担当から詳細をご説明いたします。 

【事務局】 

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。 

それではまず、前回の確認事項についてですが、出発時間に始まり、１２個の項

目の説明をいたしました。これら全てのことを踏まえて、本日は説明を進めてま

いります。 

まず、バスの便数についてです。 

小学校、中学校とも共通というものですが、朝は１便、夕方は２便運行を考えて 

おります。夕方が２便なのに関しましては、小学校では低学年高学年による下校 

時刻の差、中学校に関しては部活動実施の有無という点、先進事例を踏まえて２ 

便といたしました。 
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これを踏まえた朝の登校ですが、まず、通常の登校パターンにつきましては、 

学校の開始に合わせるといった形で、このような運行時刻を予定しております。 

始業１０分前着を目安としています。また、朝練を実施した場合ですが、現状の 

運営並みとして、練習開始の１０分前着を目安としています。なお、朝練の時間 

につきましては、今後教育課程部会で協議を進めてまいりますが、教員の多忙化 

もそうですが、子どもの多忙化も騒がれており、様々な課題がありますので、部 

活動のそもそものあり方についての検討も行います。 

朝練を実施してもしなくても、朝の運行は１便でと考えております。 

次に下校ですが、中学生は部活動がありますので、夏と冬、最長と最短でそれ 

ぞれどのような運行時刻になるかと言いますと、それぞれ、概ねこのような運行 

を予定しております。下校時刻に合わせて帰宅といったかたちになります。 

次に、通常下校についてですが、小学校低学年については、やはり帰る時間が

早いので、その時間に合わせての下校となります。それ以外、小学校高学年以上

につきましても、終業時刻に合わせて下校していくものになります。 

次に、バスの運行方法についてです。 

まず、停車回数についてですが、大体５回程度からを考えておりまして、バスの

サイズ等によって、設定していきたいと思います。 

次にバス停までの距離ですが、道路状況や発達段階も加味しますが、１ｋｍ程

度を範囲に設定して考えていきたいと思います。 

もちろん、全員が１ｋｍ程度というわけではなくて、それぐらいの子もいれば、

近くの子もいるといった運行になります。 

次にバスが子どもを待つ時間ですが、これについては安定した運行確保のため、 

待たないもので考えております。 

次にバスの乗車基準ですが、国の基準及び市の基本計画に基づき、小学校は４
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ｋｍ、中学校は６ｋｍを基準とする考えです。 

次に小・中の混乗ですが、目的地が違いますので、基本的には混乗しない運行 

を予定しております。ただし、今後の運行で工夫が図れるようなことがありまし 

たら、その時は、運行工夫というかたちで、混乗も検討したいと思います。 

次に立ち乗りについてですが、我々が考えているバスのタイプとしては、今市 

内を走っているきみぴょんバスのようなものではなく、安全面の確保等も考え、 

東京行きの高速バスみたいな全員着座式のものを考えております。 

次に休日運行、休日の部活動の運行についてです。こちらについては、平日同 

様というものではなく、多小時間はかかるかもしれませんが、運行を予定してい 

るものです。 

次に自転車通学ですが、こちらについては、学校で規定を設けている場合もあ 

りますので、学校の判断によるものとします。また、今日は晴れたから自転車、 

雨だからバスというものは管理上難しいところがありますので、あえて自転車を 

選択するということであれば年度単位としていただく考えです。 

次に、その他ですが、利用料金については、当面の間無料とする方向で考えて 

おります。今の時点で永遠に無料にしますだとか、何年後には料金を徴収という 

ものは打ち出すことが難しいので、当面の間とさせていただきたいと思います。 

また、当面は何年間のことかというのも打ち出すことは難しいことをご理解い

ただければと思います。 

次に添乗員ですが、先進事例の調査等を踏まえ、添乗なしというかたちで考え 

ております。なお、例えばですが、現在もやっている交通安全指導の方等に、月 

１度同乗してもらうとかいったことが考えられます。 

また、道路の横断については、道路状況等により、可能としたいと思います。 

次に、遅刻早退についてですが、遅刻については、原則としては自己対応と考 
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えております。しかしながら、朝の送迎後におけるバスの再利用も検討しており 

ます。もし、そのような対応が可能であった場合の、再度迎えに行く場所等につ 

いては、実際に業者と契約後の検討となります。また、早退については、現状ど 

おりの対応、保健室での休息や保護者での対応、そしてバスを利用しての帰宅は、 

保健衛生上からもよろしくないと考えます。 

次に指定校変更についてです。現在の清和中学校区において、既に小糸中学校

に通っている生徒についてどうするかですが、乗車基準に基づいて判断する、つ

まり、６ｋｍ以上であれば対象とする考えです。その他の最後ですが、乗車基準

を満たさない子どもたちについてです。こちらについては、国の補助基準から考

え、原則は対象外となります。しかしながら、道路状況も様々だったりしますの

で、余剰席の活用を視野に考えたいと思います。 

次は学校付近でのバスの乗降場所についてです。 

中学校における乗降場所につきましては、バスの展開も容易な小糸スポーツ広 

場を予定しております。清和中学校については、敷地内を予定しております。 

 なお、中小学校につきましては、学校周辺の状況等を踏まえて検討中です。 

それでは、ルートの原案についてです。 

まず、君鴨線をスタートし、清和中まで向かいます。そして、そこから戻って、 

今度は君鴨線を通らず、中の通りを走ってまた戻ってきて小糸中へ向かいます。 

なお、バス停については、基本的には既存のバス停を活用していきますので、

こちらのとおりとなります。運行時間については概ね３５分程度の計算です。た

だし、全て時速３０ｋｍ計算です。 

そして、そのバス停の現地写真です。左から、猪原、清和中、川代、大野台と 

なります。 

続いて、ルートＢです。 
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旅名からスタートし、三島小によって、植畑方面を通り、君鴨線で小糸中へ向か

います。バス停については、画面のとおりとなります。なお、通学快速を踏まえ、

極力停車回数を少なくしております。こちらもバス停の現地写真となります。 

左から下の台、三島湖、植畑根形、平田となります。 

最後に、ルートＣです。 

奥米から出発し、こちらも植畑を通って行くルートになります。バス停について 

は、画面のとおりとなります。ルートＢ同様、停車回数を減らしております。 

こちらもバス停の現地写真となります。左から二入、西日笠、植畑上郷となり 

ます。そして、これらの運行についてですが、子どもたちは毎年入れ替わります 

ので、ルートについては、毎年見直しが必要になります。見直しに伴い、乗車時 

間や停車場所などの変動が出てまいります。 

次に、自転車通学及び乗車基準については、先程も触れましたが、学校判断及 

び各自での対応としますが、余剰席活用等の検討事項については、バス業者との 

検討も進めます。 

最後に、今後の進め方についてです。 

本日の通学部会での意見を踏まえ検討し、それらを踏まえたものを運営部で確 

認し、業者選定、通学部会及び教育委員会会議への報告、そして保護者説明を行 

い、試走をできるように進めてまいります。 

以上で、スクールバスについての説明を終わります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

【議長】 

それでは、只今の説明を受けてご意見をいただきたいと思いますが、 

 たくさんの内容が含まれておりますので、効率的に進めるためにも、資料をもと 

に進めていきたいと考えております。 
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まず、バスの便数、運行時刻に関してのご質問、ご意見等はいかがでしょうか。 

【学校関係者】 

先程出た朝練に関してだが、朝練はなくなるのか。 

【事務局】 

やるかやらないかについては、まだ決まっていないが、文科省も部活動に関し

て働き方改革などこれから指針を出してくるということで、市もそれらを踏まえ

て子どもの健康面や教職員の多忙化、また通学時間との兼ね合いを考慮したうえ

で実施するかしないか検討していく。 

朝練を実施する場合、小糸中の開始時刻７：１５ぐらいに合わせて、それを想

定し今回構想案として出させてもらった。 

【学校関係者】 

ということは、朝は１便なので、朝練やる場合、乗れずに遅れてくる生徒につ

いては出ないということでよいか。 

【事務局】 

  現段階では。 

【学校関係者】 

今のところ、小糸中は全員加入ではなく、入っていない子もいるので、その点

がどうなるのかなと気になった。 

【議長】 

  ちなみに、清和中は全員加入である。 

【Ａ委員】 

小糸中に７時１５分に着くためには、いま清和中で一番遠い子は何時に出なく

てはならないのか。 

【議長】 
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一番遠い奥米だと、清和中に７時に来るためには、朝５時半頃に自転車に乗っ 

て家を出ている。ただ、バスになると、自転車よりは早く着くことになるが、清 

和中まで約１０キロなので、またそこから小糸中まで１０キロとなる。 

【Ａ委員】 

５時半頃に出るというのは、いくら日の出の早い夏場であっても健康上問題が

あると思う。バスは奥米の一番奥まで行くのか？ 

【事務局】 

  行く。今出している朝練パターンは、一番遠い子で６時２５分発、時速３０キ 

ロで測った場合の想定である。バス停が自宅のそばになるので、ほぼこの時間に 

近いかたちになる。 

【Ａ委員】 

  それなら、朝早く出なくても済むかと思う。 

【議長】 

  ちなみに、これは現在いる生徒のものか。 

【事務局】 

  統合時の生徒のものである。 

【議長】 

  他にありますか。 

【Ｂ委員】 

  登下校の時間については、学校間の事情もあるので、教育課程部会で進めても 

らえたらと思う。 

  個人的な意見としては、混乗させていいのではと考える。中学生のほうが朝早 

いので、小学生も乗せていいのではと思う。そうすれば、１便にしなくとも、 

２便にすれば、登校が遅い小学生や朝練をやらない生徒なども乗せられるのでは 
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ないか。 

バスは３台か。 

【事務局】 

３ルート、１便ずつ。 

【Ｃ委員】 

  先程説明にあったＢパターンとＣパターンで、三島付近に住んでいる子は、ど 

ちらか選べるのか。同じ時間のものがあるかわからないが、三島ダムあたりの 

生徒は重なると思うので、これはＢとＣどちらにするか聞いて選ばせるのか。 

【事務局】 

  仰るとおり重なるので、両方に乗車することは可能であるが、その後で乗せる

子どもの数も加味している。奥地なので、通学快速含めてミニバンタイプで行く

となると１４人ぐらいしか乗れないので、乗り遅れたから隣のバスに乗ったらと

なると、後で乗せる子のことを考えると難しい点が出てくる。 

Ｂ委員が仰ったように、小学生と中学生と一緒に混乗してもいいのではという

ご意見があったが、例えば朝練がない日については、どの学校もだいたい８時ま

でに登校という点は一緒だと思う。ただ、小中混乗の場合、それぞれ同じ時間ま

でに目指して行くので、清和小に向かう８時のバスに中学生が乗ったら遅刻して

しまう。したがって、その辺が難しいかと思う。 

  また、細かい話になってしまうが、統合年度が１年ずつずれているので、バス

会社もそれぞれ異なる場合が考えられる。その場合、連携がどこまでうまくいく

のかという話もあるかと思う。 

【Ａ委員】 

  基本的には、小中別の方がいいかと思う。例えば、小学生など７時半前に学校

へ着くとなると、誰が子どもたちを管理するのかという問題があるかと思う。 
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やはり始業時間に合わせた方がよい。そうでないと、先生方も早く学校に来ない

といけなくなって負担も出てくる。 

  例外をどのくらい認めるかは、統合準備室で決めていくしかないと思う。 

業者が違えば、責任問題もあるので、実際に動かしてみて、変わってくるのも

仕方ないのではと考える。 

【Ｄ委員】 

３年生が部活を引退した後も、朝練がある１・２年生のバスに一緒に乗らなく

てはいけないのは、受験勉強で睡眠時間も少なくなってくる中３生にとっては酷

なのかなと思う。もう一便あれば、中３生の体調管理も含めていいのかなと思う。 

【議長】 

  ３年生は２学期から朝練は出ないので、そこは考慮した方がいいかと思う。 

【Ｅ委員】 

朝練は強制なのか？別に出なくてもいいのか？ 

【議長】 

  部活に入っている子は基本的に朝練も出ている。 

【Ｅ委員】 

  私自身、当時は部活に入っていたが朝練には出ていなかった。 

 小糸中は部活に入っていない生徒もいるようだが、朝練をそこまで教育課程上、 

考えるうえで基準にしてよいのか。始業時間は基準にすべきかと思うが、個人的 

には朝練に出る、出ないは自由ではないかなと思っている。 

 学校が始まる時間で１便確保して、朝練に出る子、朝練にどう対応していくか 

だと思う。 

【事務局】 

入部しない生徒もいることは承知しているが、今回は構想案ということで、安
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定して運行して行くことを考えいくと、これがいいのではないかなと考える。  

朝練は別にして考えた場合、混乗の話にも関わるのだが、早く行きたい子は早

く乗って、今日は早く行きたくないから遅い便に乗るとなったときに、何人乗る

かわからないことが出てくる。バス停に着いたけど乗れなかったではいけない。

そのため、一つ線を引く必要があるのかなと思う。後は安全面。今もコミュータ

ーで通っている子が鹿野山方面にいるが、運転手がこの子はこの場所で乗るんだ

と覚えてくれているというのは保護者にとって安心感があるし、運転手の方も今

日はあの子乗らなかったけど、具合が悪いのかなというのを学校側も把握できた

方がいいので、どこで、誰が、いつ乗るのかということは少し線を引かないと難

しいのかなと思う。乗った、乗らないを全く無視して箱だけ大きくしてやるとい

う考えもあるが、やはり小中学生にとっては安全で確実に学校に着くという意味

ではこの方がいいのかなと思う。 

【議長】 

  朝１便というのは変わらないか？２便になる可能性は？ 

【事務局】 

  今回はあくまで構想案であって、ご意見をいただきたいなと。 

  ただ財政的な問題もあるので、２便用意できるかどうかという点や、何人乗る 

かわからないので、箱を大きくした場合、奥米の一番奥まで行けないので、こち 

らまで出てきてもらうことが可能なのかどうかとか、そういった議論になろうか 

と思う。 

【議長】 

 では、その点についてご意見など何かあるか。 

【Ｃ委員】 

  例えば、学校の始業時間に合わせて１便運行させて、朝練に出たい子は今走っ 
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ている路線バスで行くとかできないのか。ただし、その場合には有料であったり 

することも考慮する必要がある。路線バスの情報があれば教えていただきたい。 

【事務局】 

  スライドには出せないが、今走っている路線バスに乗るとしたら、６時１５分

県民の森出発、小糸中に到着するのは６時５２分となる。その次は８時前となる。 

 路線バスの活用も考えてきたが、そうすると、１ルートしかないので、このルー 

トの近くではない他の子をどうするかという問題が出てくる。 

【議長】 

  現在、９割の保護者が清和中まで生徒を車で送ってきている。そういった意味 

では、清和中前から路線バスに乗ることは可能かなと思う。実際にバスで清和中 

まで通っている子も２名いる。 

【Ｃ委員】 

 確かに、何本も出せないのであれば、清和中まで自転車や車で来てもらって、 

そこからとバスに乗るという方法もあるかと思う。 

【事務局】 

 清和中に一度集まっていただくことが可能ならば、たくさんの方法が検討でき 

るかなと。最初はとにかく全員運びます、遠い子の負担を少なくしますという前 

提で考えてきた。また、１便で箱を大きくしてしまうと、いろいろ回っていくこ 

とで着くのが遅くなるといった問題が出てくる。 

【議長】 

清和中を拠点にしてもらって、コミュニティバスとの連携をしていけば可能性 

も広がっていくということですので、その辺について検討していってほしい。 

 では次に、乗車距離やバス停、想定ルートが提案されたが、いかがか。乗車距 

離は小学生が４キロ、中学生が６キロ以上。バス停については、現状のものを活 
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用する、ルートについては３ルートが提案されたが、いかがか。 

【Ｆ委員】 

  小糸の方の学区で、間野とか緑ヶ丘とか遠いところについては、検討されてい 

るのか。 

【事務局】 

  小糸地区、清和地区の小学校についても考えているが、小糸地区の一番遠いと 

ころだと糸川で９キロ近くある。ご指摘のあったとおり、緑ヶ丘とか、長石に飛 

んでいたりとかいろいろ点在しているので、昨年度から業者と小糸地区のバスは 

どこか、清和地区のバスはどこかなど話し合っており、現在検討中である。 

【議長】 

  こちらについては原案どおりでよいか。 

【Ｇ委員】 

  たとえば清和市場だと、自治会館がある。そこをうまく利用することは可能な 

のか。地区によっては、自治会館が道路沿いにあって、安全面を考慮したときに、 

そちらの方が広いのでバス停を変更することはできるのか。 

【事務局】 

  その他に地域として、ここの方がいいのではないかということであれば検討さ 

せていただきたいと思っている。ただ、その場合には警察との協議も必要になっ 

てくる。視界がいいとか、カーブや交差点の状況とか交通量などを見る必要があ 

る。かつて清和地区には、自由に手を挙げて乗り降りできるフリー乗降区間があ 

った。それは交通量が少なかった時代だと思う。現時点では危険なところもある 

ので、全部が全部というのは難しいが、具体的な位置などいろいろ教えていただ 

ければと思う。 

【Ｇ委員】 
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  たとえば清和地区だと保育園バスが各地区１箇所ずつ停車していた記憶があ 

る。清和市場だと自治会館の前だとか、市宿だと日渡根を回ったり、粟倉だと旧 

秋元小のところを回ったりしていたかと思う。 

【事務局】 

そういう実績のあるところや、生徒・児童がいる場所を把握して、一番効率的 

なところを回るのがいいのかなと思う。 

【議長】 

 自治会館や青年館などであれば、駐車場があるので、雨の日など保護者は車で 

送っていくので場所としては適しているかと思う。 

  他にいかがか。 

【Ａ委員】 

  警察に必ず届けるのか？ 

【Ｃ委員】 

路肩の場合のみ届出が必要となる。中に入ってしまえば問題ない。路上は絶対 

だめである。どんなときも一応協議はするのではないか。 

【事務局】 

  どちらにしても協議はする。ただ、一度審査はしてある。 

【Ａ委員】 

もし小さいバスであれば、中に入っていける場所があった方が安全かと思う。 

【議長】 

 他にいかがか。乗車距離の４キロ、６キロはどうか？ 

【Ｂ委員】 

  これは国の基準であるが、これを変えてしまうのはダメということか。 

【事務局】 
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  そのとおり。 

【Ｇ委員】 

  具体的に小糸中から６キロというと、清和のどのあたりになるのか。 

【事務局】 

  清和市場で乗れる子と乗れない子が出てくるといった具合で、市宿、日渡根に 

ついては、５キロないしは５キロないぐらいである。 

【Ｇ委員】 

  東猪原はどうか。 

【事務局】 

  乗れる。 

  ただ、これについては、すべて直線距離で測ったものではなく、実際に道路を 

走った走行距離で判断したものである。市宿、日渡根、清和市場の一部の方につ 

いて、基準を満たさない方がいるという状況である。 

【Ｇ委員】 

  今さらではあるが、当初の説明会にいった保護者の方々と話をしたが、統合の 

話があったときに清和地区の人はみんなバスに乗せてくれるよと聞いた方が多 

かった。つまり、日渡根の方でもスクールバスに乗れるよという話になっていた。 

【事務局】 

  説明会で基本的には皆乗せると話したのも事実だが、逆に秋元の方では、自 

転車の方がいいという話が出たのも事実で、他の先進事例だと、今日は乗りたい

今日は乗りたくないといった話もあって、非常に難しいなと思う。 

【Ｇ委員】 

  日渡根の方が乗れて、大野台の方が乗れないということはちょっと問題である 

かなと思う。 
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【事務局】 

  ただ一定の基準を作らないと、乗る乗らないという協議ができない。乗れない 

方への配慮として何ができるかというと、少しバスに余剰分があればということ 

また、子どもも入れ替わっていくので、今年はこれだけ入れ替わっているのでと 

いう話になろうかと思う。 

【Ｇ委員】 

例えば、どうしても自転車で通えない子だとか、送り迎えができない事情もあ 

 るかと。 

【事務局】 

  足が悪いとか、いろいろな事情があろうかと思う。まったく例外を認めないと 

いうことではないのだが、一定の基準距離は設けたいと思う。 

【議長】 

  次に運行方法や乗車形態についてあったが、こちらについてはいかがか。 

【学校関係者】 

 休日の部活動へのバスは、実際に便数としてはどのくらいあるのか。 

【事務局】 

 たとえば、午前の部と午後の部と部活動があるかと思うので、朝、昼、夕と各

１便程度を考えている。ただ、業者ともこれから打ち合わせをするのだが、休日

の部活動が、年間何十日程度というのをこれから提示してもらったうえで、部活

が無い日もあるかと思うので、学校とも協議をしていきたいと考えているところ

である。 

【議長】 

  実質、休日の部活動の年間半分は大会か練習試合等で外に出ているのかなと思 

うので、今の案で十分対応できるのかなとも考える。 
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【Ｈ委員】 

  いまは無料ですが、後々は有料になるのか。 

【事務局】 

学校の統合において、スクールバスを導入するので、当面は無料を軸で考えて

いる。 

【議長】 

 他にいかがか。 

【Ａ委員】 

  幼稚園、保育園はつけているが、他の市町村では添乗員はつかないのか。 

【事務局】 

  ほとんどつけていない。ＰＴＡ活動の立ち当番として、月１回立ってもらうと 

か、下校のバスに教職員が車で付いていくとかはある。添乗している市町村は少 

ないが、ないことはない。 

【議長】 

  その他としていかがか。 

【学校関係者】 

  まず運営部という組織は、どういった組織なのか。それと、前にもらったスケ 

ジュール表だとわかりづらいので、より具体的にわかれば教えていただきたい。 

【事務局】 

  学校と事務局で、いただいた意見をどうとりまとめていくかを判断する組織で 

ある。 

【事務局】 

  本日第２回通学部会を行いまして、運営部については年度内に行いたいと思う。 

理由としては、業者を決めたいというのがあって、中型バスにしたいので、中型 
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バスの導入に時間がかかるというところがあって年度早々に業者選定を春頃に 

予定している。業者決定の報告について、通学部会にてしたいと思う。その報告 

をする通学部会はまだいつというのは、はっきりしていないが、業者選定につい 

ては年度内に行いたいと思う。 

【事務局】 

  逆算すると、運行に向けた試走を実際に入学される前にやりたいと思っている。 

できれば２～３月にやりたいなと。中１・２、小６の子を乗せて小糸中に行くと 

か、または小糸中で何かをやって清和中に帰るとか体験してもらいたいなと考え 

ている。 

実際は卒業式が終わって３月くらいが一番いいのかなと思う。保護者説明は新 

入生説明会のタイミングで知らせるといいのかなと考える。 

【議長】 

  ということは、今年度の新入生説明会で保護者に知らせるということでよいか。 

【事務局】 

  今年度ではなく、Ｈ３０年度末の新入生説明会で知らせる。 

【議長】 

  では今後のスケジュールについての説明があったが、いかがか。 

【Ｇ委員】 

  以前もらったスケジュール表に保護者説明とあるが、これはどういったものか。 

【事務局】 

  最初に考えたときには、構想案を作るために、一度保護者に聞いてから作ろう 

と考えた。それを受けてから皆さんに諮ってやることも考えたが、何とか春まで 

に業者を決めるとか効率を考えたときに、こちらである程度原案を決めてからや 

った方が意見も出しやすいと思うので、先に通学部会で原案を出してというかた 
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ちで進めさせてもらった。 

【Ｂ委員】 

  目的外利用についてだが、練習試合や大会、社会科見学、社会教育活動、公民 

館活動などに利用できるのか。 

【事務局】 

  補助を受けるということでスクールバスとして、運用コストを減らすことを考 

えている。文科省のＨＰ等を見ると、目的外利用の先進事例はある。 

【事務局】 

  運行ルートや時間も変わると、まず子どもを乗せるということを基準に考えて 

いるので、まずそこをしっかりとやったうえで、空いている時間を把握していく 

必要があるし、年度ごとに変動していくものであると考えている。 

【学校関係者】 

例えば、大雨が降ってきて今日は早く返した方がいいとか、台風があって翌日 

 の登校時間を遅らせたり、その場合は対応してもらえるのか。 

【事務局】 

 登下校については、災害などにも臨機応変に対応ができるような体制をとって 

いける協議していきたい。 

【Ｃ委員】 

  いま協議とあったが、業者については、一般競争なのか、指名競争なのか。 

 仕様を決めて、条件をつけて業者を募るのか、それとも業者を決めてからこれを 

やってくれというようにするのか。どちらかというと後者のイメージで聞こえた。 

【事務局】 

  今のところ、プロポーザルのようなかたちで、こちらはこういうふうに考えて、 

こういうことを求めているので、業者にこういうことができますというのを出さ 
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せてやっているので、通常の入札とは異なる。 

【事務局】 

  こちらから、これくらいの予算でこういうことをやりたいということを広く知 

らせて、業者に手を挙げてもらい、その後、これだけのことができますというこ 

とを教えてもらい、こちらの仕様以外にもこんなことができますという魅力的な 

業者に決める方式である。本来の入札は、仕様をビシッと決めたうえで、安い 

ところに決めるものだが、安かろうが悪かろうがになってしまうので、仕様以外 

のものが入ってこない。今回は初めての試みで、いろいろな提案をいただきたい 

ということでプロポーザル方式をとらせてもらった。 

【Ｅ委員】 

  バスは３台か。 

【事務局】 

  中学校で３台という考えである。 

【Ｅ委員】 

  小学校だと何台ぐらいになるのか。 

【事務局】 

  小学校で３～４台に、あとは運行方法で変わってくるかと思う。 

【Ｅ委員】 

  ちなみに、今回のバスはどのくらいのサイズなのか。 

【事務局】 

  中型バスで補助席を入れると４０数名乗れるものを１台、あとはコミューター 

タイプで１４名乗れるものを２台考えている。 

【Ｅ委員】 

  どの車種に乗ってもいいとか、乗れるバスを選べる方がいいかなと思う。 
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【議長】 

  他になければ、本日の議題については以上となりますが、事務局から他に何か 

ありますか。 

【事務局】 

  ありません。 

【議長】 

  無いようですので、以上で議長の任を解かせていただきます。長時間に渡り、 

慎重審議ありがとうございました。 

【事務局】 

  事務局より連絡をさせていただきます。 

  本日配付した資料ですが、本日出席していない保護者代表者にも資料をお渡し 

する予定ですので、ご了承ください。 

また、今年度中の各専門部会の開催予定を、学校側に確認をして最終調整して 

おります。追って通知させていただきますので、よろしくお願いします。 

最後に、教育部次長より一言ご挨拶申し上げます。 

【教育部次長】 

  今年の５月から委員の皆様には大変お世話になりました。 

  この統合準備室から推薦いただきました新校名ですが、明日の議会にて決定す 

る予定となっております。こちらの周知ですが、委員の皆様には「準備室だより」 

の４号の案を送付いたします。自治会配付は最短で１月１８日となっており、保 

護者も含めて周知を行います。 

  また、小糸中学校の大規模改修工事につきましても、明日の議会にて業者が正 

式に決定します。それを受けて、１月末から改修工事に入る予定となっておりま 

す。 
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  来年以降も、「子どもたちにとってよりよい環境を整えるため」、事務局一同つ 

とめてまいりますので、皆様のお力添えもお願いいたします。 

  どうぞ、よいお年をお迎えください。 

【事務局】 

以上を持ちまして、通学部会を閉会いたします。 

  長時間にわたり、ありがとうございました。 

 


