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小櫃・上総地区統合準備室 第２回通学部会 会議録（概要） 

日 時：平成３０年１０月２３日（火） 午後７時００から８時２０分 

場 所：君津市立坂畑小学校 家庭科室 

 

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。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Ａ委員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 

【Ａ委員】 

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、「第１回 通学部会での意見及

び今後の進め方」について事務局の説明を求めます。 

 

（１）第１回通学部会での意見 

【事務局】 

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



 2 / 16 

 

させていただきます。前回、様々なご意見をいただきました。いただいた意見

を参考に進めさせていただきたいと思います。まず、小櫃・上総地区でも同じ

ような流れになると思いますので、運行事業者も決定し、具体的なルートや停

車場所について協議を進めている小糸中と清和中が統合する周東中について参

考として紹介したいと思います。スクールバスの運行業務委託については、児

童生徒の通学の面で重要なバスの運行業務という点から、単順に金額だけで決

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。このような形でこちら

の地区も進めてまいりますので、中学校であれば来年度、小学校であれば再来

年度進めてまいります。次に、バスの運行方法についてです。前回説明をした

際、様々なパターンを提示させていただきました。 

周東中スクールバスの停車回数は、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、柔軟な運用ができるよう厳密な基準を定めず、状況に応じ

て臨機応変な運用といたしました。 

次にバス停までの距離について、道路状況等も加味し、１ｋｍ程度を範囲に

設定して考えていく旨を説明しました。 

ただし、できるだけ安全に配慮し、臨機応変に対応することとしました。便

数については、なんとか頑張って、２便運用する日もあることとしました。た

だし、途中途中停まって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便目を迎えていくなら、２便目はあらかじめ定めた拠点、学校等に集まって

乗車するかたちになります。 

なお、部活がない日は学校の先生の勤務時間外における管理面を考慮し、１

便とする方向でいます。 

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
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ため、待たない運行としました。 

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

６ｋｍ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、空席を活用して配慮するものです。 

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

行としました。ただし、将来的には工夫を図ってまいります。 

次に、立ち乗りについてですが、安全性等から、全員着座式のものです。 

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、新中学校で決定

します。 

次に、その他の事項ですが、利用料金については当面無料とします。 

次に、添乗員ですが、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、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。 

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。再度

迎えに行くことを検討する旨を説明したところ、委員から、バスの運行時間が

わかっているので、それは各家庭が対応するべきものと意見をいただきました。

また、早退については、現状どおりの対応です。 

では、朝の運行方法についてですが、２パターン方式としました。まず、１

便の場合は、安全性にも配慮し、要所要所で停まって運行するかたちになりま
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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。そし

て２便目は、どこかに集まる。各小中学校等の拠点に集まっていただくもので

す。これら２パターンを駆使しての運用としました。 

次に、帰りについてです。こちらも運行方法については、２パターンです。

１便、２便の場合ですね。基本的は朝と同じですが、２便の場合の２便目につ

いては、安全等に配慮し、できる限り、途中乗降としました。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、乗車基準に照らし合わせると、

久留里地区の４２名が基準外となります。引き続き、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。あと、若干名ではございま

すが、基準に満たない児童が２名のみおります。なお、基準に満たない子への

配慮については、先程説明したとおりとなります。では、前回、小学校につい

ても運行ルートが気になるというご意見をいただいておりましたので、参考ま

でに各地区１ルート作成してみました。まず、亀山です。黄和田畑をスタート

地点として走った場合、このようなルート想定で、停車は２～３回程度で３６

分程度になります。松丘地区については、山滝野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３３分程度になりま

す。どちらのルートも、１箇所１分程度の停車時間、そして、仮に途中からの

時速５０kmと想定した場合の時間で、参考として作成しました。ただ、一部に

トンネル工事があったり、国道が延びて完成したりしてまいりますので、この

地区に関しましては、統合後２年ほどは、大幅にルートが変わる可能性があり
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ますので、その点も踏まえていきたいと思います。 

最後に、久留里線の活用についてです。久留里線の活用については、先日の

説明どおり、時間の都合が難しいという点が、課題としてありました。中々、

改善が非常に難しい問題であるというところです。 

そこで、仮に、久留里駅までは本数もいくつかあることから、そこを活用す

るものです。例えば、久留里線で小櫃駅まで乗車します。そして、駅から学校

へバスが往復するパターンも検討事項の一つとして考えられます。 

また、定期券購入への補助金だとか、一旦購入するという保護者負担を考え

ると、ＪＲから購入する等のやり方はさておき、こういったことも１つの検討

事項としてはいかがかなとは考えます。ただし、久留里駅周辺の子だけ電車な

のかといった気持ちもあると思いますので、あくまで参考としてください。 

 

（２）今後の進め方 

【事務局】 

それでは、今後の進め方ついて、概要になりますがご説明いたします。運行

までのスケジュールですが、本日までの通学部会などを参考に、予算要求を行

います。一応、今年度については、通学部会関係は終了の予定です。 

来年度は、春早々に手続きを進め、運行業者の入札を行い、運行業者が決定

しましたら、業者を交えての通学部会、具体的な運行ルートや停車場所の説明

を行います。さらに、具体的な説明を対象の保護者へ事前に行います。入学説

明会頃を予定しております。そして統合前に、運行の試走を委託できるように

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。 
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【Ａ委員】 

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、よろしいでしょうか。①はじめに、前回の意見概要につ

いては、これを踏まえて進めていくということでよろしいと思いますが、本日

までに、何か委員の皆さんがいただいた意見がございましたら、この場でご報

告いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

【委員一同】 

特になし。 

【Ａ委員】 

２－１については、いかがでしょうか。 

【Ｂ委員】 

パワーポイントを見たら、１ルートだがどうなのでしょうか。 

【事務局】 

小中ともに２便です。だいたい５～６台になるかな、最低でも２ルートは出

さないといけないと思います。 

【Ｃ委員】 

小学校は久留里小まで行くことができるのでしょうか。道としても狭いが、

現状のままで行く予定なのか、とても危ないと思うが、何か市として考えはあ

るのでしょうか 

【事務局】 

特にはありません。今のところ、今の道を使う予定ですが、どっちの坂から

入るかといったことは検討中です。 
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【Ｄ委員】 

マイクロだと対向車が来ると、危ないと思うがいかがでしょうか。 

【事務局】 

マイクロではなく、コミューターを何台か予定しており、通学快速というか

たちで運行する予定です。 

【Ａ委員】 

それでは、次に、２－２停車回数については、いかがでしょうか。 

【Ｂ委員】 

誰がどこで乗るのか、どうやって把握するのでしょうか。 

【事務局】 

運行ルートと停車場所について、業者とやりとりしながら決めていく予定で

す。そうすれば、乗車名簿も作ることがきるかと思います。 

【Ｅ委員】 

時速５０ｋｍで走れるのでしょうか。実際は、４０ｋｍ規制だとおもうので

すが。だとすると、３０分では行けないのではないでしょうか。 

【Ａ委員】 

場所によって、速度制限が違うので、業者が決まってルートが出た段階で具

体的な数字を改めて出してもらえればよいかなと思います。 

【Ａ委員】 

続いて、２－３乗車場所までの距離については、いかがでしょうか。亀山地

区から出た話ですが、この場所がバス停としていいのかどうか、ということを

地域に詳しい人たちで集まって決めてもよいのではないでしょうか。 

【事務局】 

要望として承ります。 
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【Ａ委員】 

２－４乗車場所で子どもを待つ時間については、いかがでしょうか。 

【Ｃ委員】 

停車場所が決まれば、乗車場所での発着時間も決まるということでしょうか。 

【事務局】 

お見込みのとおりです。 

【Ｃ委員】 

交通状況にもよるので、遅れる分には仕方ないと思いますが、予定時刻より

早く着いたら待てばいい話なのではないでしょうか。毎回、停まる度に１～２

分待っていては遅くなるかと思います。だから、基本的には待つ必要はないか

と思います。 

【事務局】 

遅発はあっても、早発はないのが原則になっているかと思います。 

【Ａ委員】 

続いて、２－５乗車基準距離については、いかがでしょうか。 

【Ｆ委員】 

中学校において、基準を満たしている５４名に対して、バス座席１１４席と

みなしてよいのでしょうか。 

【事務局】 

そのとおりです。 

【Ｆ委員】 

そうすると、ドライバーは１０人ぐらいになるのでしょうか。 

【事務局】 

中学校はマイクロを予定しおります。２台ぐらいの想定です。あとは、通学
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快速として、何台か、７台くらいを予定しております。 

【Ｆ委員】 

小学校はこの人数だと、６台くらいでしょうか。 

【事務局】 

そのくらいになるかと思います。 

【Ｄ委員】 

乗車基準に満たない４２名のうち、ほとんどが久留里の子だと思いますが、 

ということは、基準に満たない子も乗れるということでよろしいでしょうか。 

【事務局】 

お見込みのとおりです。 

【Ｄ委員】 

普段は自転車の子も、雨の日だけ乗りたいといったことはよいのでしょうか。 

【事務局】 

それはなかなか難しいかと思います。運転手にとっても、乗車する子を把握

する意味でも混乱しやすいかと思います。また、先進事例としては、年度単位

で乗るか乗らないかを決めているところが多いようです。 

【Ｂ委員】 

小学校のバスについてですが、低学年１、２年生もいるので、添乗員をつけ

た方がいいのではないかと思います。 

【事務局】 

要望として承ります。事例としては、月１回、学校の先生が乗るといったこ

ともありますので、今後検討していきたいと思います。 

【Ａ委員】 

２－６小中学生の混乗については、いかがでしょうか。 
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【Ｂ委員】 

小学校と中学校では、出発時間が違うのでしょうか。 

【事務局】 

学校の始業時刻は一緒ですが、距離と場所が違います。よって、中学校は遠

いので、小学生を先に下ろしてから行く都合上、小学生はその分早く乗車しな

くてはならないことになってくるかと思います。 

【Ｆ委員】 

混乗にするねらいは何かあるのでしょうか。穿った見方をすれば、予算上の

問題とか、もちろん教育上、縦のつながりを大事にできるというメリットもあ

るかと思います。 

【事務局】 

空席活用を考えるくらいで、予算とかそこまで思いが及んではいません。で

きれば、小中別々の乗車をお願いしたいところです。 

【Ｆ委員】 

そもそも目的地が違うので、別々の方がいいと思います。 

【Ｃ委員】 

行く場所が異なりますので、当面は別々でいいのではないでしょうか。 

【Ｄ委員】 

小中とまたがって兄弟や姉妹がいる家庭は、一緒に行かせたいといった意見

も出してくると思うので、最初から別々でいきますと言ってしまった方がいい

かと思います。 

【Ａ委員】 

２－７休日（長期休暇含む）運行については、いかがでしょうか。 
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【Ｄ委員】 

学校運営の問題なので、親がどうこう言うことではないかと思います。   

きっと、学校の年間スケジュールなどに基づいて進めることになるかと思いま

す。 

【Ｃ委員】 

部活動によって、時間が違うのでしょうか。 

【事務局】 

学校によって異なりますが、一日やる競技もあれば、午前と午後に分かれて

行う部活もあります。また、体育館競技の部活動などは、１日を３つに分けて

異なる部活が練習を行うこともあります。 

【Ａ委員】 

続いて、２－８自転車通学については、いかがでしょうか。 

【Ｇ委員】 

話がそれますが、吉野、小櫃台、山本、下郡など５ｋｍを超えてしまう子ど

ももいますので、その子たちへの配慮もお願いしたいと思います。 

【事務局】 

要望として承ります。 

【Ｈ委員】 

学校を休む場合、バス会社に電話するのか、学校に電話するのか。学校に電

話するにしても、先生方はものすごく朝早くなってしまうかと思いますので、

その辺のイメージがなかなか湧かないのですが、いかがでしょうか。 

【事務局】 

どれが一番運用しやすいかは検討していきたいと思います。 
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【Ｅ委員】 

朝通う子が帰りに突然インフルになったり、ノロウイルスになったりするこ

とは考えにくいかと思います。亀山地区の場合、迎えに行くのが大変かと思い

ます。親が家にいればいいですが、そういった子たちへの配慮も考えてほしい

と思います。 

【事務局】 

再度検討していきたいと思います。 

【Ｃ委員】 

学校が今までそうしていたように、今までどおり、親が迎えに行くというこ

とでいいのではないでしょうか。 

【Ｅ委員】 

通学バスには乗せないけど、何らかの対応、配慮を示す必要があるのではな

いでしょうかということです。 

【Ｄ委員】 

敬老会でも話題になりましたが、スクールバスがこれだけ出るなら、ご高齢

の方たちも乗せられないでしょうか。 

【事務局】 

なるべく日中の有効活用をというふうに考えておりますが、まずは子どもた

ちのために、運行を確立してから、その後にというふうに考えております。 

【Ｉ委員】 

帰りのバスの２便目について、個別に途中で降ろすことも想定しているとあ

ったが、まだ日の明るい１便目を集合パターンにして、日の暗い２便目を途中

でおろすかたちにした方がいいかと思います。 
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【Ｂ委員】 

冬場の凍結について、ぜひ安全面への配慮をお願いしたいと思います。 

【Ａ委員】 

今後のスケジュールについて、いかがでしょうか。 

【Ｄ委員】 

３月の試走で間に合うのでしょうか。何か問題があったりすると後にずれ込

んでしまわないでしょうか。 

【事務局】 

早めにできるのであれば、前倒しにしたいとも思いますが、それを受け入れ

る教育課程上の問題もあるので精査していきたいと思います。 

【Ｆ委員】 

子どもが乗ったほうがいろいろわかるので、４月に試走、５月に本運行のほ

うが、余裕を持てるのではないでしょうか。 

【Ｊ委員】 

どういうふうに保護者説明会をやる予定なのでしょうか。 

【事務局】 

新入生説明会と一緒にできれば、保護者も何回も来なくて済むのかと思って

おります。 

【Ｊ委員】 

その場でいろいろな意見が出ることも予想されます。 

【事務局】 

すべて受け入れるのは難しいですが、業者も同席しますので、受け答えして

いきたいと思っています。 
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【Ｊ委員】 

今までの意見を聞いていて思ったのは、相当、想定しないと教育現場も動け

ないものであると思いました。部活動にしても教育課程にしても、教育委員会

がすべて打ち出さない限り、ある意味なかなか動きにくいものだなと思いまし

た。教育委員会がどこまで主導していくのか、どこから学校にお任せなのか線

引きや、その辺の兼ね合いが難しいかなと思います。 

【事務局】 

ご指摘のとおり、どちらかが決めていかないと進まない問題もありますし、

線引きが難しいところかと思います。ただ、こちらがあまり決めすぎてもいけ

ないですし、その一方で、すべてお願いしますもいけないかと思っております

ので、皆さんと一緒に、意見を吸い上げながら協議を進めていきたいと思いま

す。 

【Ｄ委員】 

統合前に事前交流はやっているのでしょうか。子どもだけでなく、先生方も

一緒に交流していけば、統合前にいろいろと協議を重ねて４月を迎えることが

できるのではないでしょうか。 

【事務局】 

２校と違い、４校が統合ということで交流もなかなかスムーズにいかないと

ころもありますが、順次、統合対象校間で進めているところです。また、小糸・

清和地区の事例では、地域間の交流を一席設けたいということもあり、懇親会

を開いたこともありました。 

【事務局】 

部活動やその他の教育課程上の検討課題については、教務主任の先生方を中

心に、教育課程部会というもので協議を進めています。また、事前交流におい
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ても、学校の先生方に企画・立案していただきながら、順次交流を進めている

ところです。先程も委員の方々からお話がありましたが、準備室における教育

課程部会と通学部会などといった部会間での連携を密に取りながら進めていき

たいと思っております。 

【Ａ委員】 

他に無ければ、本日の議題については以上となりますが、（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】 

事務局より連絡いたします。本日の通学部会をもって、今年度の会議は終了

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進めてい

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。 

次回の開催につきましては、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。事務局からは以上です。 

【Ａ委員】 

只今説明がありましたが、質問やご意見等ございますか。 

【委員一同】 

特になし。 

【Ａ委員】 

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。 
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【事務局】 

ありがとうございました。 

 

３ 連 絡 

【事務局】 

連絡事項につきましては、先程お伝えさせていただいたとおりとなります。   

また、受付の際にお渡しした資料は、来週３０日に開催の総務部会の事前資料

となりますので、ご確認ください。 

 

４ 閉 会 

【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。 


