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小糸・清和地区統合準備室 第４回通学部会 会議録 

日 時：平成３０年１０月３１日（水） １９時００分～１９時５５分 

場 所：君津市立小糸小学校 会議室 

 

１ 開 会 

【進行】 

只今より、小糸・清和地区通学部会を開会いたします。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、議長を空閑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。 

 

２ 議 題 

【議長】 

本日は、お忙しい中、お集まりいただき誠にありがとうございます。この

通学部会では、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、前回同様に、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、議題の１と２を併せて、事務局の説明を求めます。 

【事務局】 

それでは、本日も、スクールバスについて説明をさせていただきます。本

日は、主に前回の振り返りとなります。それではまず、説明事項についてで
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すが、スクールバスの運行に向けてということで、前回の通学部会で出た意

見概要の確認、そして、運行ルート等を含めた内容の確認となります。 

次に、今後の進め方ということで、運行に向けた準備や会議のスケジュー

ル感についてお話しさせていただきたいと思います。 

まず、前回の振り返りです。 

前回出た意見についてですが、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。具体的な数字、何人いて、どれだけの空席があってとい

う具体的なことが示された回だったため、活発な意見をいただきました。現

状の疑問や不安を取り除くができたと思える内容となったのではないかなと

感じました。あとは、学校と協議を深め、様々な連携を図りながら、進めて

まいります。 

次にバスの種類です。 

コミュータータイプ、マイクロバスの計３台の導入になります。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。 

停車回数及びバス停までの距離につきまして、密接した関係にありますの

で、状況を踏まえ、臨機応変に運用したいと思います。 

次に、運行便数についてです。 

部活動によって運行便数は変わります。これは、教職員の働き方改革を踏

まえ、現在、検討中のものになりますので、そちら次第になってまいります。

部活動がなくても、朝早く登校するというのは、教職員の勤務外ということ

もありますので、その場合は、１便となります。 

次に、バスが子どもを待つ時間です。 

安定した運行確保のため、待たない運行とします。 
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次に、乗車基準距離です。 

国の基準及び市の基本計画に基づき、中学校は６ｋｍを基準とします。ま

た、基準に満たない子については、示したとおり、空席を活用しての配慮と

なります。 

次に、混乗です。 

目的地が違いますので、別の運行とします。今後の運行工夫については、

今後の検討課題となります。 

次に、立ち乗りです。 

これはもう安全第一で考えてバスのタイプが、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、休日運行です。 

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

というものではなく、多少時間がかかったりする点については、ご了承願い

ます。 

次に自転車通学です。 

こちらについては、周東中学校で決定します。 

次に、利用料金についてです。 

当面の間、無料とさせていただきます。表現についてはご了承願います。 

次に、添乗員です。 

原則添乗なしで運行します。なお、現在もやっている交通安全指導の方等

に同乗してもらう等、運用の工夫については、今後の検討課題となります。 

次に、遅刻対応です。 

委員の方からも遅刻対応は必要ないとは思うけどという意見もいただきま

した。業者さんにも確認して、事例がないということでした。運行時刻を明



4 

 

示して運行しますので、時間を守っていただければと思います。 

また、早退についてです。 

現状どおりの対応となります。 

最後に、乗車対象についてです。 

既に清和地区から小糸中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。 

次に、バス停として使用する小糸スポーツ広場です。 

そんなに大きなものではありませんが、こちらは、イメージですけど、ち

ょっとした雨よけです。乗り降りに配慮するため、自転車置き場にあるちょ

っとした屋根みたいなものを設置します。 

次に、朝の運行方法についてです。 

先程も触れましたが、１便の場合と２便の場合、それぞれの運行はこのよ

うなかたちになります。 

次に、帰りの運行方法についてです。 

ほぼ朝と同じです。ただし、２便運行の２便目については、安全等に配慮

し、できる限り途中乗降でと考えます。こちらは、時間との都合になります

が、そうした場合は、少し待つ場合もあるかもしれませんが、安全配慮に努

めたいと思います。 

それでは、運行に向けた各種準備についてです。 

なお、運行ルート等につきましては、事前に送付した資料のとおりとなり

ますので、パワーポイント上での説明は割愛させていただきます。 

こちらはスクールバスの乗車名簿です。実は、先日、小糸中学校の保護者

から、数枚に渡り手書きでお手紙をいただきました。その内容が、スクール

バスの運行方法についてです。過去に、そういった経験があるためというこ
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とで、参考になればということでした。非常に、ありがたいご意見です。い

ただいたご意見では、このように、時刻もつけた表の提案もしていただきま

した。こういった貴重なご意見を踏まえて、今後詳細について、学校及び業

者の方と進めてまいります。 

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確認し、再度、ルートや停留所を検討する必

要があれば検討して、それをもって、運営部で確認する前に、学校及び業者

と協議を進め、詳細を確認したのち、運営部へと繋げ、バスの運行に向けて

準備を進めてまいります。 

また、ここには載っていませんが、保護者説明などの際は、当然、事前に

学校へ相談してから進めてまいります。 

以上で、スクールバスについての説明を終わります。よろしくお願いしま

す。 

【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、配付さ

れた資料をもとに進めていきたいと思いますが、何かご質問等ありますでし

ょうか。 

【Ａ委員】 

休日の運行について確認ですが、あくまで学校との往復だけでしょうか。

校外学習など学校行事の際も活用しないのでしょうか。 

【事務局】 

先進事例としては休業日にはバスを出していないところが多いのですが、

配慮として休日運行もやりたいと考えています。校外学習でバスを出せるか
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出せないかは、部活動への運用費用にも影響が出るので、細かくやっていけ

ばできるが、今後工夫をしていきたいと思います。両方というのは基本的に

難しいかと思います。基本的に往復のみとなります。 

【Ａ委員】 

バス停については、もっと要望があるかもだが、地域・保護者に聞かず決

定でよいでしょうか。 

【事務局】 

前回、準備室便りで具体案をお見せしたところでしたが、思ったより要望

が来なかったということがありました。 

【Ａ委員】 

細かく配慮してもらっているが、例えば試走を通して変更はあり得るので

しょうか。 

【事務局】 

タイミングにもよるかと思います。試走の時だとギリギリになってしまう

かと思います。ただ、年度で生徒が変われば、バス停も変わることもあるか

と思います。 

【Ａ委員】 

 本田寺のバス停ですが、５０ｍ先に自治会館の広い場所があるが、バス停

をそこにはできないのでしょうか。 

【大新東株式会社】 

 マイクロバスを使って、試走を何回か繰り返しましたが、自治会館にする

と本田寺の上と下に住んでいるお子さんの自宅からは歩道がなく危ないため、

そこにしました。 
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【Ｂ委員】 

 来年度の子どもたちに合わせて作成したものと思うが、その子たちが卒業

して変わったら、他のところに停めるなど出てくるわけですよね。 

【大新東株式会社】 

 清和小さんの情報ももらっているので、それに合わせてバス停を考えてい

く予定でいます。年度ごとの更新です。 

【Ｃ委員】 

 小糸スポーツ広場の駐車場から子どもたちが斜面を上るなど、管理者から

指導を受けたことがありますが、階段を作る予定はあるのでしょうか。 

【事務局】 

 これから作る方向で検討しています。 

【Ｄ委員】 

 ルートの時刻表についてですが、１便のみの運行として捉えればよいので

しょうか。以前、２便という案も出ていたかと思いますが。 

【事務局】 

 あくまで参考として提示させてもらいました。２便になるかどうかは、朝

練の有無など部活動の方針を受けてからになりますので、もし１便ならこの

程度の時刻になりますよというイメージとして捉えていただければと思いま

す。 

【Ｅ委員】 

 ルートＡ④大岩のバス停について、ガソリンスタンドの方がいいかと思い

ますが。 

【大新東株式会社】 

 目印になるものがあった方がいいかと思いますし、既存のバス停は警察立
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ち会いの下、許可も得ています。ちなみに、ルートＢ⑥植畑根形については、

なるべく手前に止めたいと思っています。 

【Ｅ委員】 

 ルートＢ⑦国分寺前は車通りが多いかと思います。また、東日笠の住人で

すが、ルートＢ③とルートＣ①とで、乗る子が分かれているが、一緒にでき

ないでしょうか。５０ｍも無いと思います。 

【大新東株式会社】 

 調整はできるが、全員正座席とするためこのようにしています。一緒にす

ると補助席を使うことになります。 

【Ｅ委員】 

 この２つのバス停に分かれて乗る子は仲がいい子たちなので、一緒に乗せ

てあげたい思いがあります。 

【大新東株式会社】 

 東日笠から乗る子は７人で、ルートＢ③は２人だったかと思います。 

【Ｅ委員】 

 その２人をルートＣに乗せられないでしょうか。 

【事務局】 

 乗せることは可能です。ただし、補助席に乗ることになってしまいます。 

【Ｅ委員】 

 できれば希望をとってほしいと思います。 

【大新東株式会社】 

 補助席については、乗るバスを変える子でなく、最後のバス停で乗る子が

補助席になってしまいます。 
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【Ｂ委員】 

 同じ地区の子が分かれてしまうのはちょっと可哀想という気もします。 

【事務局】 

 まずは、乗車する子ども全員が正座席で運行することを第一に、実際始ま

って運用していく中で不都合があれば変えていく方向でどうでしょうか。 

【Ｂ委員】 

修学旅行で朝６～７時とかに学校に集合になるかと思いますが、その場合

の対応としてバスを出してほしいのですが、この場合は保護者の送迎になり

ますか。 

これから学校との相談になるかと思いますが、休日の大会等も含めて臨機

応変に業者と対応してもらえたらと思います。 

【事務局】 

 学校とも相談をしていきたいと思います。 

【Ｆ委員】 

 ２便の場合、時間的にバス３台で対応するということでよいでしょうか。

特に増やしたりはしないのでしょうか。 

【事務局】 

 お見込みのとおりです。この台数で対応していきたいと考えております。 

聞いたところ、清和中ではいま現在５時台に家を出る子もいるとのことです

が、どんなに早くとも６時台で１便目を出し、戻って２便目という方向です。

早く到着しすぎてもいけませんので、５時台はありません。 

【Ｃ委員】 

 小糸スポーツ広場はバス３台入ることになるが、野球の大会や行事などが

あって入れない場合もあるかと思います。 
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【事務局】 

 管理者との調整をしていき、臨機応変に対応していきたいと思います。 

【議長】 

他にありますでしょうか。 

【委員一同】 

ありません。 

【議長】 

無ければ、議題の１と２については以上となります。次に、「その他」に

ついて、事務局の説明を求めます。 

【事務局】 

それでは、ここで、本日は、小糸小学校スクールバスについても触れたい

と思います。まず、バスの運行方法についてですが、清和小を参考に進めま

すので、ほとんど同じようなかたちになると思います。周東中とも同じです。

あとは、低学年については、どこまでの配慮となるか、当然、配慮する分、

バスの運行時間は長くなるものの、安全配慮もといった、どこまでとするか。 

続いて、乗車基準など、こちらも同じです。小学生は基準が４ｋｍ。基本

的な考え方は、周東中、清和小と同じです。 

次、小学生は朝の部活動がありませんが、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。

季節柄の、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。 

次、その他ですが、こちらも同様、特段、この地区だけを変えるというも

のはありません。 

こちらは、統合時の小糸小児童配置図です。ご覧のとおり、いたるところ
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に点在して住んでいる状況です。 

統合時は７６名の在籍想定で、基準を満たしている子は４２名となります。

どうやってバスを運行していこうか、悩んでいるところです。もちろん、配

慮を考えているからこそ、検討中ということはご理解いただければと思いま

す。 

本日は、小糸小の現在の進捗状況について、ご報告させていただきました。

また、次回以降、今年度、小糸小部会を開ければと考えておりますので、そ

の際に、またご意見をいただければと思います。 

以上です。 

【議長】 

只今説明がありましたが、今回は報告だけということで、また今年度中に

小糸小の通学部会を予定しているので、その時でということでしょうか。 

【事務局】 

今年度開催に向けて進めてまいります。 

【議長】 

ということですので、開催に向けて準備を進めていただければと思います

が、細かい点はまた次回ということですけども、全体的な部分で何かござい

ますか。 

【Ｂ委員】 

要望として、小学生のバスは誰か添乗員を乗せたほうがいいかと思います。

低学年１～２年生もいるわけで、運転士１人では何かあったら責任問題も生

じてくるかと思います。 

年度ごとの更新ですが、統合したら終わりではなく、統合した後も年に１

回は通学部会を開いて、検証していく必要があるかと思います。それによっ
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て、業者とさらに検討していってもらえればと思います。 

【事務局】 

ありがとうございます。統合準備室というのは、そもそも統合を円滑に進

めていくための組織ではありますが、委員の方々も素晴らしいメンバーがお

揃いですので、何らかの形で残していきたいとは思っております。 

【Ｇ委員】 

  今後実際にバスを運行したら乗車率はどのくらいを想定していますか。 

また、希望は既にとっているのでしょうか。 

【事務局】 

 今日をもって、ルート及びバス停があらあら決定となりますので、これを

受けて今後希望をとっていくことになります。乗車率の話がありましたが、

こちらとしては、全員乗ってくることを想定して進めているところです。 

【大新東株式会社】 

 南房総市の実績ですが、ほぼ全員乗ってきています。ただ、雨の日は保護

者が車で学校まで送ったり、放課後に塾がある生徒さんはバスに乗らなかっ

たりするケースがあります。 

【Ａ委員】 

 例えば、帰りに２０人乗せたとして、運転士がしっかり確認をとれるので

しょうか。 

【大新東株式会社】 

 あらかじめ一週間分の出欠をとって、この日は乗らないよとか乗車名簿に

記入して出してもらっています。 

【Ｂ委員】 

 運転士は毎日同じ人なのでしょうか。 
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【大新東株式会社】 

 なるべく同じにしますが、３台ローテーションで考えております。ただ、

中学生と異なり、小学生はバス専用の電話をつけたり工夫をしております。 

【議長】 

他にありますでしょうか。 

【委員一同】 

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。 

 

３ 連 絡 

【進行】 

ありがとうございました。 

本日の通学部会をもって、中学校の会議は終了となります。いただいた意

見を踏まえて、バスの運行に向けた準備をすすめていきたいと思います。な

お、引き続き、ご意見ご要望がありましたら、学校あるいは直接、教育委員

会までお問合せいただければと思います。先生方にはお手数をお掛けします

が、意見聴取のご協力をお願いいたします。 

また、小糸小学校の開催につきましては、次期は未定ですが、年度内開催

に向けて進めてまいります。清和小学校につきましては、来年度、業者決定

後を予定しておりますので、夏頃になるかと思いますので、その際は、また

お力添えをいただければ幸いです。 
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４ 閉 会 

【進行】 

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。 


