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小櫃・上総地区統合準備室 第１回通学部会 会議録（概要） 

 

日 時：平成３０年７月１２日（木） 午後７時００から 

場 所：君津市立松丘中学校 会議室 

 

１ 開 会 

【事務局】 

只今より、小櫃・上総地区通学部会を開会いたします。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、今

もスクールバスが導入されており、亀山地区の利用対象は全員となるということ

から、亀山中学校の川﨑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。それでは開会にあたりまして、部会長である亀山中学校 川﨑

教頭よりご挨拶申し上げます。 

 

２ 部会長あいさつ 

  （川崎教頭あいさつ） 

【事務局】 

ありがとうございました。それでは、議事に移る前に、通学部会最初の会です

ので、委員の皆様に自己紹介をお願いしたいと思います。時間の都合上、学校名

とお名前等を簡単で結構ですので、恐れ入りますがご起立をいただき、お一人ず

つお願いいたします。なお、本日教頭先生方にお配りしました委員名簿がお手元

にあるかと思います。地域ならびにＰＴＡ代表の方におかれましては、総務部会

でお配りさせていただいております。その名簿の順番にしたがってお願いできれ

ばと思いますが、最初に事務局より自己紹介させていただきます。 



 2 / 20 

 

≪ 自己紹介 ≫ 

 

ありがとうございました。それでは、これより議題に入りますが、本日の会の

終了時刻を遅くとも９時を目安としたいと思いますので、ご協力の程よろしくお

願いいたします。なお、議事録等、記録の都合上、音声と写真を録らさせていた

だきますことにご了承いただけたらと思います。それでは、議長を川﨑部会長に

お願いしたいと思います。議事の進行よろしくお願いいたします。 

 

３ 議 題 

【議長】 

只今、通学部会の部会長としてご紹介にいただきました。亀山中学校教頭の川

﨑と申します。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。  

はじめに、「スクールバスの検討事項及び今後のスケジュールについて」事務

局の説明を求めます。 

【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。 

まず、バスの種類について説明します。小回りがきく、コミュータータイプで

車内や座席配置のイメージは、このような形で、運転手を除き１３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
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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て

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。こちらは、平成３２年度に小櫃中学校へ通学する、久留里、松丘、亀山中

学校の生徒配置図です。合計９６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櫃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。

こちらは、平成３３年度に久留里小学校へ通学する松丘、坂畑小学校児童の配置

図です。合計６７名程度を想定しております。こちらも、中学校を参考にして、

準備を進めてまいります。次に、検討事項についてです。こちらの９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よいと考えます。始

業時刻は、朝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

前に到着するほうがよいと思います。先程の想定から考えると、始発の子は７時

１２分家を出る時間はその５分くらい前だとして７時７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分前行動というものが学校でもあると思うので、それに沿った形といた

しました。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００分だとします。準備があるなどあった

りすることを考え、その１０分前に到着運行時間を踏まえ、始発時間は６時５分
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家を出る時間はその５分くらい前だとして、６時という想定になります。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例えば、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時頃に

家を出る必要があります。逆に、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、国及び県のガイドラインや指針を踏ま

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２８分、自宅に到着するの

が３時３０分頃となる想定です。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１３分、自宅に到着するのが４時１５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今時期、夏ですが、

大体６時１０分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
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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１５分出発

として最後の子の到着が７時自宅に到着するのが７時頃となる想定です。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２０分、自宅に到着するのが５時２５分頃となる想定です。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パターンですが、パターン１として、停車回数は多

くなりますがきめ細かに拾うパターン２として、停車回数を少なくして、通学快

速のようなパターン３として、通学距離やバスのサイズに応じて運行する子ども

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、バスの乗降場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、乗降場所までの距離を短く、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。乗降場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
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すので、１ｋｍ位までの設定が多いのかなと考えます。次に、乗降場所でバスが

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、全部の場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４ｋｍ、中学校６ｋｍでした。なお、基準

に満たない子どもは乗せないのかといった時に、基準外ですからということでは

なく、空席を活用して配慮していきたいと考えております。次に、小学生、中学
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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、停車回数の増

加が見込まれたりします。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、混乗のパターンについてですがパターン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、乗

降場所の集約で対応ができるのかもしれませんが、乗降場所までの距離及び停車

回数と深く関係してきます。パターン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。パターン３として、小、中学生は別で

プラスの要素を持たせる場合基本はパターン２と同じとしつつも、状況に応じて

混乗を許可します。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ので、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、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、いつもより乗降場所の集約を図るま

たは、台数は減るけど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
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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、乗降場所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

すが乗降場所まで、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、乗降場所までそんなに距離がなくても許

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、２ｋ

ｍ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や通学

以外に利用する市民といったものです。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

を行っていたりすると思いますが、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、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
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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、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、駅まで行けるの

であれば久留里線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。その他

の最後、久留里線の活用についてです。まず、久留里線を活用する場合ですが、

メリットとしまして、久留里線の活性化、高校生ないしは大人になれば電車を利

用する機会が格段に増えることを想定して社会性の向上。反対のデメリットとし

ては、通学時間が延びることや、乗り換えが発生すること、通学時間が延びると

いうことは、その分早く通学しなくてはならないため、家を出る時間が早くなる

ということです。反対に、直行便とした場合のメリットとしまして、時間短縮、

生徒全員ではありませんが、ドア toドア、活用した場合より出発時間は遅くな

りますので、家庭の負担軽減となります。デメリットは、特にないのではないか

と考えます。次に、参考資料として、久留里線の今年度の時刻表を見てみますと

朝の時間帯については、亀山発６時１分ないしは、５６分発が通学としては利用

できそうです。反対に、帰りの時間帯の時刻表見てみますと部活がない日とある

日、どちらの場合であっても、比較的帰りの時間帯はあるように思いますが、部

活がない日については、ちょっといいのがないかと思います。あとは、電車通学

ですから、駅までのスクールバス乗車時間にプラスして、電車の時間が大体です

が、小櫃から亀山までは３０分かかり、途中については、スクリーンにあるとお

りとなります。次に、運行ルートについて、まずは亀山地区、例えば、蔵玉の子

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回程度
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で３６分程度もう一方のルート、笹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回程度で４５分程度の想定となります。どちら

も、時速３０ｋｍ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。あ

とはここに乗り降りの時間、１箇所１分だと仮定すると、両方共あと４分追加と

いう形になります。ただし、最後の乗降場所となる柳城、高水より先は止まりま

せんので、そこからは仮に時速５０ｋｍで通学すると、このような時間短縮が図

れます。どちらも１０分程度の削減が図れると考えます。続いて、松丘地区例え

ば、広岡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５～６回程度で３０分程度もう一方のルート、大戸見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５～６回程度で２８分程度

の想定となります。どちらも、時速３０ｋｍで走った場合を想定しています。こ

ちらも乗り降りの時間を１箇所１分だと仮定すると、両方共あと５～６分追加と

いう形になります。そして、先程同様時間短縮を図った場合は、４～５分程度の

削減が図れると考えます。最後に、久留里地区怒田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２７分程度次のル

ート、平山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回程度で１７分程度の想定となります。最後のルート、山滝野の子をス

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５回程度で１

９分程度の想定となります。どれも、時速３０ｋｍで走った場合を想定していま

す。なお、時間短縮を図った場合でも、距離の観点から２～３分程度の削減とな

ります。 

それでは、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、
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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

を決めたあと再度、通学部会で内容を確認し、方向性を固めていきたいと考えま

す。通学部会で精査したものを、運営部で確認し、教育委員会会議へ報告すると

いった流れになります。なお、方向性について、保護者にも意見を確認した方が

よいということであれば、要望があれば、意見交換会を開催する考えです。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。このような流

れで、運行に向けた準備に取り掛かります。スケジュール感の説明をする前に、

バスの準備期間について、説明いたします。バスの種類については、先ほど説明

した３種類となります。これらについては、それぞれ導入期間が異なりコミュー

タータイプは、大体３～４ヶ月。マイクロは、大体７～８ヶ月中型は、大体１年

かかります。このことから、３２年度にバスを導入することを逆算していくと来

年度早々には事業者と契約手続きを進める必要があります。以上のことを踏まえ

て、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、通学部会等での検討・確認そして、予算要求を行います。来年度は、

バスの運転は業務委託となりますので、春早々に手続きを進め、運行業者の契約

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

事前に行います。これは、入学説明会頃を予定しております。そして統合前に、

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。 

 

【議 長】 

説明ありがとうございました。それではご意見をいただきたいと思いますが、

それぞれについての質問を受けます。はじめに、バスの便数や運行時刻に関して
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質問や意見はありますでしょうか。 

【Ａ委員】 

どの学校も始業時刻が８時でありますが、遠方から来る人を優先して始業時刻

を５分から１０分程度遅らせてはどうでしょうか。 

【事務局】 

学校までの距離が長くなる子どもたちについては、バスに乗る時間が長くなる

のはおっしゃる通り配慮が必要と考えます。各学校の始業時刻がありますが、こ

れについては教育課程部会で今後協議していくかたちとなります。保護者負担も

考慮しなくてはいけないと考えます。始業がずれると終業がずれるので冬季は日

没が早いということも考慮して考えなくてはいけないと思います。 

【Ａ委員】 

中学校の場合、部活動をやるのかやらないのかもあるが、小学生と中学生が一

緒に乗れる方法もあるのではないでしょうか。 

【事務局】 

小中については、工夫を図って相乗りできれば良いと思います。しかし、始業

時刻は同じですが、目的地が違うので別々のほうがいいと考えます。混乗につい

てはプラスアルファで考えていければよい。亀山などの遠い地域は、通学快速の

ようなものを考えています。 

【事務局】 

部活動について話がありましたが、国や県から部活動の在り方についてガイド

ラインが出ております。君津市でも朝練をどうするのかなど、部活動の在り方に

ついて検討しています。教職員の多忙化、児童生徒の健康面など多角的な見地か

ら総合的に判断し検討しているところです。近隣市との兼ね合いもありますので、

部活については現在検討中でありますから、時間をいただきたいと思います。 
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【Ｂ委員】 

保護者負担を軽減する意味でも、始業を１０分遅らせることができないのかと

思います。ただし、学校の運営に関わることですからこれは要望になります。質

問として、バスは３台になりますか。また、日中はどうなっていますか。 

【事務局】 

亀山松丘は各２台、久留里は３台で試算してありますから、合計７台を予定し

ております。 

【事務局】 

日中の空き時間について、今説明したスクールバスの件については、登校と下

校のみで話を進めています。将来的には、有効活用を図っていきたいです。はじ

めは、子どもたちを安定的に運行できるようにしたいと考えております。それが

できるようになれば、有効活用を考えています。また、特別運行といって行事に

合わせて運行してもらうことも考えています。 

【事務局】 

始業時刻について質問がありました。１０分遅らせると考えると、給食の時

間にも影響する可能性があります。朝の読書タイムなどがあるので本当になく

してもよいものなのかどうか、学校の先生方のご意見を聴取しながら工夫をし

て答えを出していきたいです。 

【Ｃ委員】 

部活動は全員加入なのかどうかも考えなくてはいけないと思います。前任校は

亀山中でスクールバスを１台運行していますが、小学校と中学校が混乗するのは

難しかったので、小中別で考えていただきたいです。始業時間を遅らせることに

ついて、東京では、午前３時間授業で給食、午後３時間授業という工夫をしてい

るので参考にしてほしいです。 
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【Ｄ委員】 

中学校の場合、５０分授業だと３時半に下校は難しいと思います。 

【事務局】 

４５分日課で想定したものです。下校は全員部活に入るのかどうかということ

もあるが、小中別で下校は２便ずつ出す方向で考えていきたいです。 

【Ｅ委員】 

小学校と中学校が同じバスでは、難しいのではないでしょうか。小学生は小学校

に降りるわけだから別の方向になるのではないでしょうか。 

【事務局】 

朝は、開始時刻が同じですから難しいと思いますが、下校は部活があったり、

日課が違うので運行を工夫したりできます。小中の混乗については、将来的に工

夫をしていければと考えます。 

【Ｂ委員】 

学校に１台１ドライバーを常駐させていただけないかと思います。そうすると、

児童が体調不良になった場合、迎えに来るのは大変ですから、駅とか途中までバ

スで送るなどができるようになります。 

【事務局】 

そのような配慮は必要と考えますが、先進事例では、感染症の子が使ったバス

をその後に使用するのは、学校保健の面を考えると難しいという意見が多くみら

れました。具合が悪い場合の程度にもよるが検討していきたいです。 

【Ｆ委員】 

久留里小学校には、中型やマイクロバスが入れるのでしょうか。 

【事務局】 

今のところ考えているのが、通学快速による運行の工夫です。その際、バスの
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サイズを最大でもマイクロとするなど検討しています。 

【Ｆ委員】 

マイクロでも久留里小前の細い道は、すれ違えないので、一方通行にするので

しょうか。一番いいのは大型が入れるように道路を拡張してほしいです。 

【Ｅ委員】 

久留里小には、バス４台になるのでしょうか。道幅が狭いとなると久留里小が

適正かどうかも考えなくてはいけないのではないでしょうか。小さなバスで拾っ

て、大きなバスに乗り換えるようなハブ化も考えられると思います。 

【事務局】 

小学校の場合は、人数が増えるので４台以上になると考えます。ハブ化も検討

させていただきます。 

 

【議 長】 

次に、乗車距離や乗降、中学校の想定ルートについてはどうでしょうか。 

【Ａ委員】 

子どもたちはどこのバス停にどのように集まるのでしょうか。子どもは毎年変

わるので検討しなくてはいけなくなると思うがいかがでしょうか。 

【事務局】 

平成３２年度在籍の児童生徒を想定してバス停の場所を固定というかたちで

決めてしまうと、子どもの場所が毎年変わりますので、ルートは毎年見直す方向

で安全面に配慮していきたいです。 

【Ｃ委員】 

サルが出るようになってきたので、子どもたちは怖い思いをしています。停留

所は多くしたほうがよいと考えます。 
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【事務局】 

そのような安全面への配慮は運行ルートに反映させていきたいです。ぜひ、そ

ういったご意見をいただきたいと思います。 

【Ｇ委員】 

これから案については煮詰めていくとは思いますが、停留所は子どもがいる地

域の自治会単位になっているのでしょうか。 

【事務局】 

一番遠い子どもがスタート地点になります。自治会単位にしたいという意見が

あるのならば反映させていきたいです。 

【Ｅ委員】 

亀山地区は、道が一本だからルートを立てやすいが、松丘の場合は道が複雑な

ため、運行ルートを考えるのが難しいです。この説明のルートも回っています。 

【事務局】 

参考のルートは、子どもの配置に配慮して作成したら、このようなルートにな

りました。あくまで参考にしてください。 

【Ｈ委員】 

難しい問題がたくさん出てくると思われますので、試行期間を経て意見を聴取

して決めていくことも考えられるのではないでしょうか。 

【事務局】 

もちろん、運行して課題が出てくると思います。安心して任せられる業者を選

定するため、小糸・清和地区においては、入札というかたちではなく業者にプレ

ゼンテーションを行ってもらい、それを審査するかたちを実施しました。よりよ

いかたちで運行していきます。 
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【Ｃ委員】 

細かく停留所を設定すると運行時間がかかりすぎるので、バランスをとって決

めていただきたいと思います。 

【事務局】 

安全面を考えると停留所が増えます。どこかに集まると停留所までの距離が長

くなります。保護者が集まりやすい場所など、地元にお住まいの方はよく知って

いらっしゃり、とても参考になるからご意見をいただきたいです。 

【Ｇ委員】 

上総あけぼの保育園、小櫃保育園では、保育園と職員が連絡を密にしてやって

います。業者との信頼関係もあるので、試走は早いうちから何回もやったほうが

良いと考えます。計算上と実際では異なりますので、現場でデータを集めるため

にも試走は前倒しでやってほしいです。 

【事務局】 

試走の前倒しについては、対応できるようにしていきたいです。運行試走のや

りかたも検討しなくてはいけないと思います。実際に難しいのが、子どもを受け

る学校の先生方が負担になります。教育課程もあるので調整しながら進めていき

たいです。 

 

【議長】 

次に、運行方法や乗車形態などについてありますでしょうか。 

【Ｅ委員】 

運行料金とるのかとらないのかどちらでしょうか。あと、遅刻対応はどうする

のか教えていただきたいです。 

 



 18 / 20 

 

【事務局】 

本市では、当面無料としております。学校再編が行政指導で行っているためで

す。スクールバスの料金を取っている自治体もあります。永遠に無料ということ

は言い切れないので、当面無料とさせていただいています。 

【事務局】 

遅刻については、検討させていただきたいです。乗車場所では、運行時間の乱

れや乗車場所で待つことで道路をふさぎ渋滞等が考えられるので、待たないよう

にしたいです。どのように迎えに行くのかは決まっていないが遅刻対策は考えて

いきたいです。 

【Ａ委員】 

何らかの理由で乗らない場合は、どのように対応していくのでしょうか。 

【事務局】 

今考えていますのが、まず保護者が学校に連絡をします。学校がバス会社の本

社へ連絡し、本社が運転手に連絡というかたちになると思います。 

 

【議長】 

最後に、今後のスケジュールについてご意見ご質問ありますでしょうか。 

【Ｉ委員】 

今回の説明は、中学校を想定したルートですが、小学校のルートはいつできる

のでしょうか。 

【事務局】 

今回は、先に統合する中学校でルートを作りました。小学校のルートは今後提

示していきます。 
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【Ｃ委員】 

 亀山中学校では、バスが既に運行されており、その担当をしていました。１台

のバスで小学校と中学校の両方を運行しているので非常に大変でした。そういっ

たことから、スクールバス導入校には、できれば人員を配置してほしいです。 

【Ｊ委員】 

久留里線の活用について、我々が要望すれば、増便などの要望をしていただけ

ますでしょうか。 

【事務局】 

これまでにも、JR久留里線の増便について要望を出してきました。スクール

バスの活用については、まずは本来の目的である子どもたちの通学を安定させて

から地域活用を考えていきたいです。 

【Ｋ委員】 

スクールバスの運行ルートについて、保護者から意見があがってきた場合、ど

のようにすればよいのか、随時報告なのか、それともある程度集まってからなの

か教えてください。また、意見交換の場をもうけていただけるのでしょうか。 

【事務局】 

あがってきた意見については、随時報告していただいて大丈夫です。また不明

に点については、再編推進課に問い合わせいただくようせつめいしていただけれ

ばと思います。なお、意見交換等については、要望に応じて伺います。 

 

【議長】 

一通り終わったが、全体を通して何かありますでしょうか。 

【Ｄ委員】 

久留里線の下りの便は、久留里止まりが多いです。日中には、久留里から亀山
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まで出せればよいと考えます。 

【Ｃ委員】 

久留里線で切手や定期を買えば久留里線の収益になります。ぜひ周知していた

だきたいです。 

 

【議長】 

無ければ、本日の議題については以上となります。（２）「その他」について事

務局から何かありますでしょうか。 

【事務局】 

 ありません。 

【議長】 

無いようですので、これで議長の任を解かせていただきます。慎重審議ありが

とうございました。 

 

【事務局】 

ありがとうございました。 

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、本日ご欠席

されています委員の方々にも、教頭先生にはお手数ですが、資料をお渡しいただ

きたいと思いますので、ご了承してください。 

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。 

 


