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小糸・清和地区統合準備室 第３回通学部会 会議録 

 

日 時：平成３０年８月２０日（火） 午後７時００分～午後８時３０分 

場 所：君津市立三島小学校 ＣＰ室 

 

１ 開 会 

【事務局】 

只今より、小糸・清和地区 第３回通学部会を開会いたします。それでは開

会にあたりまして、部会長よりご挨拶申し上げます。 

 

２ 部会長あいさつ 

＜部会長挨拶＞ 

 

【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、通学部会は今年度最

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、総務部会にて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。 
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３ 自己紹介                            

≪自己紹介≫ 

 

【事務局】 

ありがとうございました。これより議題に入りますが、会議の終了時刻を遅

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。 

 

４ 議 題 

【議長】 

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。よろしくお願いいたします。それでは、これより議事に移りま

す。はじめに、「周東中学校スクールバスについて」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。説明内容につ

きまして、ご存知の方、そうでない方、両方いらっしゃると思いますので、お

さらいも含めてお話をさせていただきます。重複する部分もあると思いますが、

ご了承ください。 

それではまず、説明事項についてですが、今年の１月に実施しました、清和

地区でのスクールバス意見交換会について、スクールバス運行業務委託事業者

の決定について、スクールバスの運行方法等について、今後の進め方について

です。これらについて、通学部会等でいただいた意見等を踏まえて説明いたし
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ます。 

意見交換についてですが、主な意見としては、事前に送付した資料のとおり

となります。意見交換会当日は、全体的なことというよりは、主に清和小につ

いての意見を多くいただきました。一定の基準を設けるものの、基準に満たな

い子にも配慮をしていくという説明だと、具体的に乗れるのか乗れないのかと

いうところに、関心が高いと感じました。 

次に、スクールバスの運行業務委託事業者についてです。スクールバスの運

行業務については、生徒を運ぶ大事なバスの運行業務ですから、単純に金額だ

けで決める入札方式ではなく、複数の事業者からプレゼンテーションをしても

らい、最も優れた提案を採用するプロポーザル方式で実施いたしました。この

ような流れで手続きを行い、現在、大新東株式会社さんと契約の手続きを進め

ております。 

周東中学校スクールバスの種類についてですが、コミュータータイプを１台、

こちらは道が細いところや通学快速を考えたものです。そしてマイクロバスを

２台、こちらは、多くの子を拾えるように、そして、中型バスほど、地域へ与

える負担が小さいことを考慮しました。また、時間短縮のため、扉については、

折戸を採用いたします。トータル座席数としましては、補助席を含め６５名程

度となります。 

次に、バスの運行方法についてです。これまで、様々なことを協議してまい

りました。 

まず、停車回数についてですが、大体５回程度を考えておりますが、こちら

は、通学快速の工夫、基準に満たない子への配慮などを踏まえ、基準だけにと

らわれず、状況に応じて臨機応変に運用していきたいと思います。 

次にバス停までの距離ですが、道路状況等も加味し、１ｋｍ程度を範囲に設
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定して考えていきたいと思います。しかし、こちらも臨機応変に対応したいと

思います。というのも、昨年度、朝は原則１便ということで説明をしておりま

したが、子どもたちのために、なんとか２便対応も運用したいと考えています。

しかし、途中に何度も止まる状況での２便運行というのは物理的に厳しいとこ

ろがあるので、１便目が拾っていくなら、２便目はどこか、学校とかに集まっ

て乗車するかたちもできると考えております。 

なお、資料に記載しましたが、部活がない日は何故１便かと言いますと、早

く学校に行って何かをやるというのは、学校の先生の勤務外の時間になります

ので、何かあった際を考えてのものとなります。 

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、待たない運行とします。 

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中学校は６

ｋｍを基準とする考えです。この距離は、自宅から学校までの直線距離ではな

く、通学距離ですので、実際に通う距離でのものです。そして、基準に満たな

い子については、何度もお伝えしてきましたが、空席を活用することで配慮し

てまいります。なお、今後の協議となりますが、小糸地区の子についても、空

席活用が可能と考えます。 

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と

します。ただし、今後の運行工夫が図れるようなことがありましたら、その時

は、混乗も運用したいと思います。 

次に立ち乗りについてですが、今回導入するバスのタイプは、着座式のもの

ですから、全員座っての通学となります。 

次に休日運行についてですが、教育活動の充実という観点から、休日につい

ても運行を予定しております。ただし、平日同様みたいな運行というものでは
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なく、多少時間がかかったりはする点については、ご了承願います。 

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。最終的には、周東中学校で決

定します。 

次に、その他ですが、利用料金については、当面の間無料とします。こちら

につきましては、これまでも説明してまいりましたが、いつまでという約束を

するものではありませんが、利用料金を徴収する考えも現時点ではありません

ので、このような表現になることはご了承願います。 

次に添乗員ですが、先進事例の調査等を踏まえ、原則添乗なしで運行します。

なお、原則という点については、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度同乗していただくなどが考えられます。 

次に、遅刻についてですが、原則としては自己対応と考えております。しか

しながら、朝の送迎後のバスを再利用すること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、事業

者との検討となります。 

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

応とします。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。最後に、指定校変更について、既に清和から小糸地区へ通っている生徒

につきましても、基準等に基づき乗車対象としたいと思います。 

次は、バス停として使用する小糸スポーツ広場ですが、様々な用途として使

用が見込まれるため、駐車場整備がこの夏に実施されました。わかりやすくバ

ス専用を設置しましたので、そちらを使用することになります。 

朝の運行方法についてですが、様々なご意見等をいただき、新たに考えたも

のとして、運行方法は２パターンとなります。まず、１便の場合は、安全性に
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も配慮し、要所要所で停まって運行するかたちになります。 

次に、２便の場合は、１便目は、先程同様に要所要所で停まって運行し、２

便目からは、どこかに集まるというかたちになります。各小中学校に集まって

いただくものとなります。こちらについては、時間の都合上、停まるパターン

を２便だすことはできませんが、以前の説明会では２便出すならどちらも集合

していただくパターンを改善したものになります。これら２パターンを駆使し

ての運用となります。 

ちなみに、１便の日も設定することになります。理由としては、朝の行事が

ない日は、早く登校する必要がありませんし、早く登校して何かあった場合は、

教職員の勤務外の時間となってしまうことからです。 

続いて、帰りの運行方法についてです。こちらも運行方法については、１便、

２便の２パターンです。基本は朝と同じになります。２便の場合の２便目は、

安全等に配慮し、できる限り途中乗降としたいと思います。というのも、夏に

関しては、授業が終わった後と部活が終わる時間の差が大きいので可能と考え

ますが、冬の時間帯については、その差が小さくなるので、難しくなる部分は

ありますが、冬こそ日が短くなりますので、配慮していきたいと考えます。 

それでは、運行ルート、途中乗降についてです。Ａルート案は、奥米から、

スタートして、周東中へ向かいます。このルートはバス停がない部分もありま

すので、自宅前、自宅付近、三島湖バス停、大岩バス停、猪原バス停と拾って、

学校へ向かいます。約４７分、時速３０ｋｍで計１２名乗車します。バス停が

ない部分につきましては、自宅前ですとか、自宅付近の部分になります。 

続いて、Ｂルート案です。豊英からスタートして、周東中へ向かいます。バ

ス停が増えて、停車回数が少し多めの設定です。約３８分、時速３０ｋｍで計

２０名乗車します。バス停の予定は、下の台、穴原口、東日笠、西日笠、高宕
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林道入口、植畑根形、国分寺前、加藤商店前、川代となります。 

最後に、ルートＣです。東日笠の住宅街からスタートして、周東中へ向かい

ます。バス停については、乗車基準の距離を満たしていない範囲も考慮してい

ます。東日笠住宅街前、本田寺、市場、19分団機庫、山口鉄工前、加登屋前と

なります。次に、２便目となる集合パターンについてですが、集合場所である

各学校近辺に集まって、周東中に向かうものとなります。三島便で大体時間に

して約２１分、停車なしの条件なので、時速４０ｋｍで計算しております。次

に、清和中便で大体時間にして約１４分、こちらも停車なしの条件となります。

最後に、秋元小便で大体時間にして約１０分、こちらも停車なしの条件です。

なお、どのバスの種類がどこへ向かうかは、未定になります。 

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等を参考に、再

度、ルートや停留所を検討します。また、次回の通学部会までに、保護者間で

意見を吸い上げていただけると、それも参考材料となると考えます。流れは事

前に送付した資料に書かれている内容を予定しております。 

以上で、スクールバスについての説明を終わります。よろしくお願いします。 

【議長】 

事務局からの説明が終わりました。それでは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、効率的に協議を進めるために、

同じような質問につきましては、まとめながら進めていきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。それでは只今説明がありましたが、質問やご意見等ござ

いますか。 

【Ａ委員】 

乗車距離の基準について、清和地区で基準に満たない生徒が１６名いるが具

体的にどの場所になるのでしょうか。 
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【事務局】 

具体的には、秋元地区の市宿、日渡根、清和市場になります。清和市場の方

でもぎりぎり対象となる方もいらっしゃいます。 

【Ａ委員】 

それは、どのようにして調べたのか教えてください。私が調べたところによ

ると青年館がちょうど６kmになるのですが。 

【事務局】 

これは、ルート図検索で自宅から学校に向かう距離になります。最短距離で

調べています。 

【Ａ委員】 

スクールバスでは、合計６５名分座席があり、清和地区では５３名が対象と

なっています。生徒数が今後、増えるか減るかはわかりませんが、案のコミュ

ーター１台とマイクロバス２台を維持できますか。清和地区の生徒がこの先も

スクールバスを利用できるのでしょうか。 

【事務局】 

バスの契約につきましては、長きにわたって安全な運行を考えて、５年間で

計画しています。５年間はこの３台になります。子どもが減っても地域的に１

台では、無理な地区もあるので配慮させていただきます。 

【Ａ委員】 

清和地区の生徒の人数に限らず、基準に満たない生徒も全員スクールバスを

利用できるということか。 

【事務局】 

現時点では、そのように配慮していきます。 
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【Ｂ委員】 

小糸中学区の中でも６km以上の生徒がいますが、乗せる場合は、遠回りにな

ってしまうのですが、どのように考えていますか。 

【事務局】 

空席の活用になってきます。乗車に関しては、停留所まで来ていただいて、

乗っていただくことは可能だと考えます。運行工夫ができればよいと考えるの

で今後の検討課題になります。 

【学校関係者】 

秋元小には、鹿野山地区から通っている児童が１人います。現在は、スクー

ルバスで登下校しています。統合しても、中学生になっても、そのスクールバ

スを利用できるのでしょうか。 

【事務局】 

清和小に１年間と周東中に通うことになりますので、考慮して計画を立てた

いと思います。 

【Ｃ委員】 

鹿野山から通う児童は、現状のままスクールバスを利用できるようにしてほ

しい。 

【事務局】 

現状のバス運行の担当課との協議になります。バスの耐用年数もありますの

で、清和小には別の方法も考えなくてはいけないと思います。周東中へのスク

ールバスは業者と検討済みですが、清和小へのスクールバスは検討課題になり

ます 

【Ｄ委員】 

話が変わってしまうのですが、前回の振り返りが少なかったと感じます。ど
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のような経緯でこのルートになったのかわからないまま終わるのは納得がい

かないので、詳しく説明を求めます。 

【事務局】 

説明が足りなかったということで、申し訳ありませんでした。それでは、具

体的に説明させていただきます。 

停車回数についてです。通学快速については賛同いただいています。停留所

も多く設置したほうが良いという意見もでました。今回はその意見を合わせて、

地区や状況に応じてそのパターンを使い分けるという案を出しました。これを

踏まえて業者さんがたたき台を作ってくれました。 

運行便数についてです。原則１便という話でしたが、２便やるなら乗りたい

人が乗れるように集合パターンもたくさんの意見をいただきました。複合的に

考えて２便という案を考えさせていただきました。 

バス停についてです。前回はバス停までの距離について１km程度としました

が、バス停の数が少なくなってしまうので、臨機応変に対応とさせていただき

ました。子どもを待つ時間については、安定した運行を確保することに前回は

ご意見がありませんでしたので、今回も待たないという考えで出させていただ

きました。 

乗車基準についてです。中学生は６kmとなっておりますが、空席の活用とい

う配慮をさせていただくというかたちになります。６km未満だから乗れないと

いうことではないと考えてください。 

小中の混乗については、委員さんからもご意見がありましたが、目的が違う

ので混乗なしとさせていただきました。将来的には考えられますが、今後の運

行を安定させてからになると思います。 

立ち乗りについてです。安全の確保など様々なことを考えると、小中ともに
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着座式で考えさせていただきました。地域活用も見据えて、バスの立ち乗りタ

イプも１つの意見ですが、教育委員会としては、児童生徒の安全面を最優先に

考えさせていただきました。 

【Ｄ委員】 

すみません。一度戻ってください。空席活用ということは、基準に満たして

いない生徒もバス停に待っていれば乗れるということでしょうか。 

【事務局】 

勝手に乗ることは、できないようにします。今日は自転車で、明日はスクー

ルバスでということは、管理上の問題があります。ですから、年度ごとに通学

方法を調査し、何人がスクールバス通学になるのかを把握します。突然、１人

乗ることになっても、ルートが変わってしまうなどの影響が出てきてしますか

らです。そこで空いた席を活用するということになります。 

【Ｃ委員】 

関連して、基準に満たない生徒の乗車ですが、事前に申し出て登録した生徒

が乗車するということになると思います。ですから、事前登録で確認するなど

配慮していただければ問題ないと思います。 

【事務局】 

説明を続けます。 

休日運行についてです。部活があると思いますので、何とか運行したいと思

います。ただ、すべてに出すことはできないので、その都度の状況で学校側と

協議して決めたいと思います。 

自転車通学についてです。こちらは学校によって基準が違うので周東中が決

めることになります。今後の課題になると思います。 

利用料金についてです。現時点では、将来的にとることは考えておりません。 
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添乗員についいてです。現時点ではなしと考えています。安全指導もあると

思いますので、月に１度はあるとは思います。状況で判断していきます。 

遅刻についてです。予定通り運行したいと考えていますので、自己対応とし

たいとしますが、運行完了後に何とか対応できないかと考えておりますが、現

時点では案を持っていないです。今後の課題とさせていただきます。 

早退についてです。安全面・衛生面等を考慮して現在学校での対応と同じと

させていただきます。 

指定校変更についてです。清和地区から小糸中へ指定校変更で通っている生

徒がいますが、そちらもスクールバスの対象としたいと思います。 

簡単ですが、おさらいも含めて話をさせていただきました。 

【Ｄ委員】 

遅刻対応については、必要ないと思います。 

【事務局】 

遅刻対応をしてほしいという意見もありましたので、できるだけの方法を考

えました。皆様からのご意見を聴取して決定したいと思います。 

【Ｄ委員】 

遅刻対応については、コミュニティバスを活用するという案はありますか。 

【事務局】 

地域活用としてはよいと思いますが、コミュニティバスの時刻表は、スクー

ルバスの案とほぼ同じ時刻表になりますので、活用という点では難しいと思い

ます。また、コミュニティバスが走っていないところもあるので、全体的な対

応という面で課題が残ります。 

【議長】 

話が、遅刻対応の件になっていますが。協議いたしますか。 
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【Ｃ委員】 

遅刻については、あるもので対応してもらうということで良いと思います。

すべての遅刻に対応することは無理だと考えます。 

【事務局】 

最後に、遅刻対応について、大新東さんにお聞きしたところ、他県・他地域

ではそのような対応は聞いたことがありませんということでした。 

【議長】 

それでは、遅刻以外で何かございますか。 

【Ｅ委員】 

夏休み中に部活動がありますが、部によって活動する時間帯が多様化してい

ます。すべてに対応してスクールバスを出していただけるのでしょうか。 

【事務局】 

長期休業日は休日運行にあたります。ただ、清和地区の子が何部に何人はい

るかわからないので、学校側との協議の上、決めたいと思います。活動人数に

よって運行工夫も図れると考えます。 

【議長】 

学校側からすると、バスの時刻に合わせて、部活を組んでいく方が良いと考

えます。 

【学校関係者】 

豪雨や雪などの自然災害でスクールバスが運行できない場合の連絡方法は

どうなるのでしょうか。 

【大新東株式会社】 

亀山地区のスクールバスを担当させていただいていますが、基本は校長先生

か教頭先生から運行の可否の連絡をもらっています。もちろん会社としても運
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行前に車両が通れるかどうかの確認作業をしています。こちらから学校へ電話

をすることもあります。台風の後には、被害はないが竹が倒れていて通行でき

ない場合もあります。久留里の福野地区は、市原経由で学校に送り届けること

もありました。できるだけ子どもを安全に通学させられるように、学校側と連

絡を密にして臨機応変に対応していきたいと考えております。 

【学校関係者】 

台風等により、早めに一斉下校する場合、バスは対応してもらえますか。ま

た、バスで停留所まで行ってもそこから家までたどり着く間の安全が確保でき

ないので全員乗せるということは難しくなると思うのですが。 

【大新東株式会社】 

申し出があれば、１時間後には対応できるようにしています。今回のルート

を考えたときには、家からバス停までの距離が比較的短かったので、家まで回

って行くことも考えております。亀山地区では、猿対策もあり子どもを途中で

乗せることもありました。冬場には空席の活用もしました。様々な事象が起こ

りえますので、臨機応変に対応させていただきます。 

【議長】 

付け加えてになりますが、大規模な災害のときは、学校での引き渡しになり

ます。 

【Ｃ委員】 

学校との連絡を密にして運行してほしいです。同じく、学校側と保護者の連

絡を密にすることも必要だと感じます。すべてに対応するのは非常に困難であ

ると思います。 

【議長】 

他にありますでしょうか。 
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【委員一同】 

ありません。 

【議長】 

それでは、周東中学校のスクールバスにおける議題については以上となりま

すが、「その他」について事務局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。 

 

４ 連 絡 

【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、ご了承おきください。

今後、運行ルートにつきましては、事業者及び学校と協議をしながら検討し、

再度、通学部会にて確認をしていきたいと思います。また、本日の通学部会で

話し合った内容等について、後日「統合準備室だより」として発行させていた

だきます。保護者、地域関係者への周知方法としては、これまでどおり、学校

にはメールで送付いたします。また、保護者、地域につきましては、自治会回

覧や市のホームページへの掲載で周知を図っていくことを申し添えいたしま

す。 

それでは、以上で第３回通学部会を閉会いたします。この後、５分休憩を挟
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みまして、引き続き清和地区小学校通学部会を行いたいと思いますのでよろし

くお願い致します。 

 

     ≪休憩≫ 

 

【事務局】 

それでは、引き続き通学部会を行いたいと思います。それでは、議長を部会

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。 

【議長】 

それでは、これより議事に移ります。はじめに、「清和小学校スクールバス

の検討事項について」事務局の説明を求めます。 

【事務局】 

スクールバスについて説明をさせていただきます。説明内容につきましては、

清和小の内容となっておりますが、周東中の運用部分と重複する部分もあると

思います。ご了承ください。 

それではまず、説明事項についてですが、今年の１月に実施しました、清和

地区でのスクールバス意見交換会について、スクールバスの運行方法等につい

てになります。 

今後の進め方についてです。これらについて、通学部会等でいただいた意見

等を踏まえて説明いたします。 

それでは、意見交換での主な意見としては、先程とほとんど同じになってき

ますがやはり、小学生、特に低学年へ焦点をあてた感じとなりました。 

次に、バスの運行方法についてです。これまで、停車回数に始まり、様々な

ことを協議してまいりました。まず、停車回数についてですが、通学快速を踏
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まえてという説明もしてきましたが、安全への配慮という観点が大事であると

いうことで、そちらに重きを置いた上で、運行工夫をしたいと思います。基準

に満たない子への配慮も踏まえたいと思います。 

次にバス停までの距離ですが、道路状況等も加味し、１ｋｍ程度に設定して

考えていきたいと説明しましたが、臨機応変に対応し、また、低学年に更なる

配慮をしたいと考えます。そして、運行便数について、朝は１便とします。２

便ではない理由としては、中学校の説明と被りますが、早く学校に行って何か

をやるというのは、学校の先生の勤務外の時間になりますので、何かあった際

を考えてのものとなります。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、待たない運行とします。 

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

ｋｍを基準とする考えです。この距離は、自宅から学校までの直線距離ではな

く、通学距離となり実際に通う距離でのものです。そして、基準に満たない子

については、何度もお伝えしてきましたが、空席を活用して配慮してまいりま

す。現状考えているものとしては、事前に送付した資料のとおりになります。 

次に小・中の混乗ですが、これも先程同様です。将来的に運行工夫が図れる

ようなことがありましたら、その時は、混乗も運用したいと思います。 

次に立ち乗りについてですが、中学校同様に安全性を考えて着座式としたい

考えです。 

次に、朝の２便運行についてですが、小学生ですと、部活動はありませんが、

陸上練習が春頃ありますので、教育活動の充実という観点から運行を予定して

おります。ただし、運行時間の都合上、通常登校同様の運行というものは、難

しい可能性もあります。一時的な２便運行については、検討し配慮はしたいと

考えます。 
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次に、その他、利用料金について、先程同様、当面の間無料とします。 

次に、添乗員ですが、こちらも先程と同じです。原則添乗なしを考えます。 

次に、遅刻についてですが、こちらも先程同様、原則としては自己対応とし

ますが、スクールバスの再利用も検討します。早退については、現状どおりの

対応とします。今回は、本格的なルートについては、周東中同様業者が決まっ

てからになりますので、ルート以外の部分、例えば、バス停などについて協議

をいただきたいことをご了承願います。 

それでは、運行ルートについてです。まず、Ａルートの案についてです。 

奥米から、スタートして、清和小まで向かいます。このルートは基本バス停

がない部分ですので、自宅前、自宅付近、自宅付近、三島湖バス停と拾って、

学校へ向かいます。約２１分、時速３０ｋｍで計１０名乗車します。 

続いて、ルートＢです。豊英からスタートして、清和小まで向かいます。な

お、通学安全の配慮という点を踏まえて、学校近辺の東日笠の児童を拾うパタ

ーンで考えました。約２０分、時速３０ｋｍで計１８名乗車します。バス停は

奥畑、宿原、大岩、二入、東日笠住宅外前となります。 

次に、ルートＣです。鹿野山から出発し、ぐるりと清和市場等を回って清和

小まで向かいます。停車回数はやや多めかもしれませんが、安全配慮の観点か

らバス停を多くしています。約３１分、時速３０ｋｍで計２４名乗車します。 

バス停は、粟倉バス停、清和市場青年館付近、市宿中バス停、山口鉄工付近、

猪原バス停、東粟倉バス停付近となります。 

次に、ルートＤ、全員拾うための２便目についてですが、清和中から秋元ま

で戻って回ってくるものです。バス停については、川代バス停、植畑本郷、根

形、上郷バス停となります。このパターンでの課題として、２便出すというこ

とは、当然、１便目は早く出なければいけないバスがあるということ、少し早
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めに登校する児童が出てしまうということです。解決策としては、登校時刻１

０分前でなく、５分前など、ぎりぎりの通学として運行する方法も考えられま

す。また、清和小学校近隣児童は原則徒歩とし、１便で拾いきるかになってき

ます。１便パターンとした場合、奥米のＡルート、鹿野山のＣルートはそのま

まになります。豊英から学校を通り過ぎる形になります。ただし、目的地を通

り過ぎるという点、乗車時間が増えるという点を踏まえると、運行は難しく感

じます。 

今回示したルートは、あくまでも参考になります。周東中同様、事業者が決

定しないと実際のルートを示し協議することは難しいです。 

協議事項としては、安全への配慮をどこまでか。２便出すということは、若

干早めに登校していただく形になるため、保護者側としてはどう考えるか。そ

れとも、別のパターンとして、粟倉から小糸方面に向かっている児童を２便目

とし、秋元小などに集まってもらって乗車するパターンにするか。運行時間も

短くなり、約１５分あれば往復できます。いずれにしても、どのような配慮を

していくかを協議していただきたいと思います。繰り返しになりますが、ルー

ト、停留所については、あくまで参考となります。 

最後に今年度の進め方についてです。本日の通学部会での意見等を参考に、

どのように配慮し、運行していくか検討します。そして、それを運営部で確認

を行います。 

第４回を計画しているのは、再度、協議が必要な場合には、もう１度、運営

部の前に開催したいと考えているからです。 

以上で、スクールバスについての説明を終わります。よろしくお願いします。 
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【議長】 

説明が終わりました。それでは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、効率的に協議を進めるために、先程同様、

同じような質問につきましては、まとめながら進めていきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。それでは、只今説明がありましたが、質問やご意見等ご

ざいますか。 

【Ｄ委員】 

詳細についてはわかりませんが、清和保育園が従来２便で送迎していたので、

２便体制でも可能ではないかと思います。鹿野山回りだと時間がかかるので、

秋元小に来ていただき、そこからスクールバスに乗り換えればよいのではない

でしょうか。 

【事務局】 

現時点では、３便になるのか、２便になるのかは決まっていませんので具体

的な案はお示しできませんので、今後、検討させていただきたいと思います。 

【Ｄ委員】 

清和保育園で実施している２便体制を踏襲できないのでしょうか。 

【Ｃ委員】 

要するに、保育園がどのくらいの時間をかけて回っているのでしょうか。ま

た、要望として、統合後にも鹿野山のスクールバスは運行していただきたいと

思います。 

【事務局】 

要望として承ります。参考として、清和保育園の件ですが、平成２９年度で

は、三島方面５人・秋元方面７人になります。清和小の件とは、乗車人数の規

模が違いすぎるので踏襲はできないと考えます。こちらとしては、少しでも早
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く到着させたいという思いがあります。しかし、参考にはさせていただきます。 

【Ｃ委員】 

事務局がこのように細かいところまで工夫してくれています。学校近辺に住

んでいる児童については、基本は徒歩で通えるのですから、保護者の希望とい

うかたちで良いと思います。君津市の４kmを基準として、あとは、保護者の考

えを聴取するかたちで良いと思います。例えば、低学年はバスで、高学年は徒

歩で通学させますという希望などがあると思います。すべての児童を乗せるた

めに何台も必要はないと考えます。統合して、具体的な課題が出てくると思う

ので、議論していきたいと思います。 

【Ｆ委員】 

まずは、周東中スクールバスがはじめに運行するわけですから、そこで出た

検討事項も参考にして計画に反映させる必要もあります。 

【Ｃ委員】 

質問ですが、清和小の児童数について、２０２０年７５名の内、かっこ書き

の８名は何でしょうか。 

【事務局】 

区域外申請で、市外や君津地区等から来ている児童になります。スクールバ

スの対象外とさせていただきました。 

【Ｄ委員】 

区域外申請している児童には、どのような配慮がされるのでしょうか。 

【事務局】 

区域外申請して通っている児童に関しては、保護者の責任で通学しているの

で、スクールバスの乗車対象としては含めないもので考えております。 

【議長】 
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他に無ければ、清和小学校のスクールバスにおける議題については以上とな

りますが、「その他」について何かありますでしょうか。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。 

 

４ 連 絡 

【事務局】 

ありがとうございました。連絡事項につきましては、先程お伝えさせていた

だきましたので、改めての連絡事項はございません。 

 

５ 閉 会 

【事務局】 

それでは、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。 


