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大和田小・坂田小統合準備室 第２回通学部会 会議録 

 

日 時：令和２年１１月２６日（木） 午後７時００分～午後８時４５分 

場 所：君津市立坂田小学校 理科室 

 

１ 開会の言葉 

【進 行】 

こんばんは。委員の皆様におかれましては、公私共に大変ご多用の中、定刻にお

集まりいただき、ありがとうございます。それでは、只今より大和田小・坂田小統

合準備室、第２回通学部会を開会いたします。 

 

２ 部会長あいさつ 

【進 行】 

続いて、通学部会長よりご挨拶申し上げます。 

＜ 挨 拶 ＞ 

 

３ 議 題 

【進 行】 

これより議題に入っていきます。このあとの議事進行を部会長にお願いします。 

「（１）通学手段について」 

【議 長】 

本日の議題に入ります。協議の柱に沿って進めていきます。はじめに、「（１）通学

手段について」 事務局より説明をお願いします。 

 



2 

 

【事務局】 

  ～説 明～ 

【議 長】 

ただいま、説明がありました。この後、協議になりますが、その前に質問やご意見

はございますか。 

【全委員】 

なし。 

令和４年度からの通学手段について 

【議 長】 

本日は、方向性を協議するということで、決定をする場ではないので、様々な意見

を伺えればと思います。 

それでは、はじめに令和４年度の大和田小学校校舎へ通学することについて協議し

ていきます。徒歩での通学手段が基本となりますが通学区域が拡大しますので、徒歩

以外の通学手段について何が適切かを協議していきます。自転車通学、コミュニティ

バス等が案として示されましたが、ご意見ありますか。 

【Ａ委員】 

資料４の令和４年度からの通学路安全対策の案にある神門踏切付近の危険個所で

すが、通学する児童と抜け道として利用している自動車とが行き交い、危険な状況が

見受けられました。まずは、ここを変えなくてはいけないと思います。交通安全推進

隊が見てくれていますが、一本内側の道があるので、そこを通学路として使用できる

と思います。三叉路は、自動車のスピードが速く危険です。 

あと、周西幼稚園側の子どもの人数が少ないですが、保護者の方も心配していて、

線路沿いを通学させています。周西幼稚園側の子どもたちの安全を踏まえて、コミュ

ニティバスを使わせていただきたいです。保護者からも要望で上がっている状況です。
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また自転車通学の説明がありましたが、安全面を考えると、１、２年生に自転車は使

用させられません。ルールやマナーを守ることが難しい低学年が使用することには反

対です。 

【議 長】 

踏切の三叉路が危ないので、通学路を変えましょうということですね。 

【Ａ委員】 

三叉路の踏切は危険なので、通学路のルートを変えようということです。神門踏切

を通学するのではなくて、一本内側の道を東に通学し、第三大和田踏切を渡ることを

提案します。また、人見３丁目や５丁目は安全面を考えて、コミュニティバスを通学

手段として、使用させていただけると助かります。 

【議 長】 

今の内容については、統合してからではなく現状でも学校の通学路です。子どもた

ちが通学している話なので、大和田小学校として検討したいと思いますがいかがです

か。 

【Ａ委員】 

現状も危険なので、統合前から実施して慣れてほしいです。危険を伴って通学して

いるので、安全確保を第一に考えて何とかしたいです。 

【議 長】 

今の通学路は学校が決めていますので、学校とＰＴＡでまず協議していきます。で

は、コミュニティバスを利用するという部分はいかがですか。 

【Ａ委員】 

人見２丁目の子どもたちも含めて、安全を確保するためにコミュニティバスを利用

させてほしいです。可能であれば、１、２年生の間だけでも利用させてほしいです。

来年度入学する保護者からも要望が上がっています。 
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【事務局】 

安全のために、コミュニティバスを使用するのは可能だと思いますが、定員がある

ので、現状では全員が使用するのは難しいとは考えます。 

【議 長】 

現状、遠い児童が途中から一人になってしまうこともあります。学校としても安全

を考えていかなければいけないことなので、持ちかえって検討していきます。また、

コミュニティバスの利用については、教育委員会に相談し方向性を決めていきたいと

思います。あと、自転車の利用についてはどうでしょうか。 

【Ａ委員】 

高学年になっても、運転技能が未熟な子はいるので、反対です。 

【Ｂ委員】 

前回の資料に令和４年度の大和田小学校校舎使用時の地図があると思います。大和

田小を中心とした円で距離が出ている資料があります。大和田小学校校舎を使用した

際は、どちらの学校も同じ位の距離なので、歩いて行ける距離であるから何も考える

必要はないかなと思います。 

ただ、Ａ委員の言うとおり、低学年には、安全面を踏まえて何か手立てがあっても

いいと思います。あと、教育委員会の方が徒歩での試算を示してくれましたが、自分

の子どもは、６時５０分に家を出発して、登校時刻ギリギリでした。ですから速度 2.7

ｋｍで１時間程度かかっていました。通えない距離ではないと思いますが、低学年の

児童はかわいそうです。雨の日は特に大変だと思うので、せっかく近くをコミュニテ

ィバスが通っていることからも、利用しても良いのではないかと思います。 

ですから、大和田小学校校舎使用時の令和４年度からは、低学年に配慮して、利用料

金を払ってでも、利用させてもいいのかなと考えます。 

ただし、令和６年度から使用校舎が変わった際は、また別の意見です。 
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【Ｃ委員】 

基本、大和田小学校校舎に通学する場合は徒歩でいいかなと考えています。先日、

自分の子どもと一緒に、大和田小まで歩いて、３０分くらいでしたので特に問題ない

かなと思います。あと、裏の階段の話で、使えないという話はありましたが、一度整

備してはどうかと考えています。大和田と坂田のＰＴＡが一緒になって、整備してみ

ても良いと考えます。雨が降って土砂が流れ込み、また使えなくなるということも考

えられますが、実際に整備してみないとわからないので価値はあると思います。 

あと、コミュニティバス利用の件ですが、大和田小学校校舎使用時は必要ないかな

と思います。低学年は危ないといいますが、現状も徒歩で通学していますので原則は

徒歩通学でいいと思います。 

【Ｄ委員】 

バス利用の件ですが、神門地区からバスに乗る場合は、シミュレーションにある通

り、バス停まで行って待っている時間を考えると、徒歩通学と通学時間が変わらない

と思います。また、人見４・５丁目の児童が、人見神社や周西幼稚園の停留所まで歩

いて行くと遠回りになります。 

コミュニティバスを利用するにしても、そこまで通学するための安全対策は必要だ

と思います。 

【Ｅ委員】 

坂田方面からは、徒歩通学でよいと思います。坂田小学校は集団登校していないと

思いますので、バラバラに通学することに関しては、改善できると思います。集団登

校については、学校だけでなくＰＴＡにも周知していただきたいと思います。 

【議 長】 

令和４年度からの通学手段について意見はありますか。 
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【Ｅ委員】 

大和田方面からの坂と比べると、坂田方面からの坂は急ではないので、徒歩通学で

よいと思います。自転車通学に関しては、中学校でも利用するのは怖いと思います。

大和田方面からは、中学校になると自転車を利用する区域もあるので、練習も兼ねて

６年生だけ使用しても良いとは思います。低学年にとっては、長い距離を歩くので、

コミュニティバスを利用しても良いと考えます。 

【議 長】 

意見がでましたのでまとめると、大和田小学校校舎に通学する令和４年度について

は、基本は徒歩通学で良いという意見でした。ただ、低学年には配慮があっても良い

のではないかという意見がありました。また、現状の通学路の安全確保については、

学校とＰＴＡで協議したあとで、教育委員会に相談していくということでよろしいで

しょうか。 

【全委員】 

 了承 

【議 長】 

他に意見のある方はいますか。 

【全委員】 

なし 

令和６年度２学期（予定）からの通学手段について 

【議 長】 

以上で、令和４年度、大和田小学校校舎へ通学する時の通学手段についての協議を

終わります。続いて、令和６年度２学期からの通学手段について、ご意見ありますで

しょうか。 
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【Ｂ委員】 

先程の大和田小中心の円の資料の話をしましたが、今度は坂田小を中心とした円の

資料を見てください。坂田小で一番遠い児童は 1.8ｋｍ、大和田で一番遠い子は、神

門として 3.1ｋｍです。大和田小学校と坂田小学校で通学時間の差が約３６分です。

３０分だとしても１日の往復で６０分、１週間で５時間、１ヶ月では２０時間の差が

出てしまうことになります。このことについては、何かしらの補填
ほてん

が必要だと思いま

す。 

ですから、坂田小の 1.8ｋｍより遠い子たちについては、コミュニティバスを利用

して坂田小校舎へ通学させるべきだと考えます。バスの路線図が示されていますが、

周西公民館付近の子どもたちはバス停がないので、そこに路線を増やしていただきた

いです。バス路線の再編し、児童が利用できるようにしてください。また、1.8ｋｍを

超える児童は無料で利用できるようにしてください。それに満たない子は、有料で利

用してよいかもしれません。ただ、バスに乗れない可能性もありますから、その方法

については、検討の余地があると思います。 

先程も言いましたが、令和４年度に大和田小校舎使用時も、安全のために坂田方面

の児童もコミュニティバスを利用してもよいと考えています。ただ、大和田方面から

の通学は、１ヶ月に２０時間の差がでます。貴重な時間を通学時間に割かれるわけで

すから、コミュニティバスを利用していただき、安全面だけでなく体調面も管理して

ほしいと思います。利用料などの補填
ほてん

もしていただきたいです。 

【Ａ委員】 

私もその意見には賛成です。周西公民館にバス停を設置していただきたいと思いま

す。高学年になれば体力はつくが、人見４～５丁目については、保護者の方も１～２

年生の間だけは、何とかしてほしいと言っていました。ですから、人見４、５丁目付

近に停留所を設置していただきたいと思います。 
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【Ｅ委員】 

コミュニティバスに乗れないとなると、車での送迎になると思います。既存のコミ

ュニティバスで、朝と夕方の登校の時間だけ、ルートを変えていただければと思いま

す。柔軟に考えていただけると良いと思います。 

【Ｃ委員】 

坂田小学校校舎に通学となった時は、大和田小学校の子どもたちに何らかしらの

補填
ほてん

が必要だと思います。コミュニティバスについては、公共の福祉という目的があ

るので、利便性を図るという点で通学に利用するのは理にかなっています。周西公民

館には以前バス停がありましたが、利用者が少なくて廃止されました。今後、通学手

段として、子どもたちは乗り利用者が増えると思いますので、相乗効果はあると思い

ます。 

大和田小学校の児童が利用するのは良いとして、坂田小学校の児童についても賃料

を払ってでも利用してよいと思います。なぜかというと、駅前のマンションの子ども

たちは、坂田小学区だけど周西小学校に通学している児童もいます。兄弟関係もそう

ですが、駅を渡ると近く、平坦で通学できるからという理由があると思います。です

から、バスを利用して通学できるのであれば、きちんと学区を守って通学してくれる

のではないかと考えています。 

【Ｄ委員】 

以前のコミュニティバスについては、周西公民館が停留所になっていました。です

から、遠い児童に何か対応しなくてはいけないと思いますので、停留所を設置しても

らうのは良い考えだと思います。 

【事務局】 

コミュニティバスについて補足させていただきます。定員３６名となっております。

年に何度か利用者の調査をしておりまして、神門停留所から君津高校停留所までに、
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５人程度の利用者がいるということです。ですから、全員が利用できるかというのは、

現状のままでは難しいと思います。 

ただ、意見としまして、コミュニティバスを利用させてほしいということ、ルート

を変えてほしいということ、無料にしてほしいということについて要望がありました

ので、安全面を踏まえて、今後検討させていただきたいと考えています。児童の安全

確保について全力で対応してまいります。ご意見ありがとうございました。 

【議 長】 

現実的には定員があるので、地域を絞ったり、対象者を絞ったりするしかないと思

います。今後、ルートを変えられるのかどうかも踏まえる必要があります。 

【Ｂ委員】 

要望です。坂田小学校の前に、保護者用の駐車場を整備していただきたいと思いま

す。その駐車場にバス停を整備することで、児童の安全を確保してほしいと思います。 

【議 長】 

保護者送迎については、坂田小学校が旧坂田共同調理場を利用していますので、現

状を説明していただけますか。 

【Ｆ委員】 

今年度から、旧坂田調理場を保護者送迎場として使用開始しました。徒歩通学をお

願いしていますが、雨の日は７０台位利用しています。ドライブスルー方式で一方通

行にしています。５台程度の駐車場を利用して、保護者が児童を学校まで送っていく

こともあります。朝は、校長と教頭で立ち、安全確保に努めています。迎えの際は、

立つことができないので、保護者の方が、昇降口まで児童を迎えに来ていただくとい

うルールで運用しています。 

【Ｂ委員】 

基本、バス停を周西公民館と神門方面は漁業資料館の前にバス停を設置することで、
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保護者送迎の車を学校まで行かせなくても良いかと思います。坂田小の送迎が思った

よりも多いので、分散させることもできます。周西中グラウンドの一部を駐車場にす

ることで解決できると考えます。 

【Ｇ委員】 

グラウンドの一部を駐車場に利用ということですが、学校でも実際には使っていな

い場所ですので、バスが入って行く誘導路としても良いと思います。 

【議 長】 

様々な意見が出ましたが、要望として事務局対応を願います。以上で、令和６年度

２学期からの通学手段について終わりにします。 

「（２）通学路の安全対策について」 

【議 長】 

続いて、「（２）通学路の安全対策について」 事務局より説明をお願いします。 

【事務局】 

 ～説 明～ 

【議 長】 

事務局から説明がありましがが、何かご意見ありますでしょうか。 

【Ｂ委員】 

前回の会議でも、大和田小学校と周西中学校の敷地内を通学路としてほしいと意見

しました。それが難しいのであれば、安全確保という点でも周西中学校のフェンスの

内側に小糸川沿いにあるようなジョギングコースを整備してほしいと思います。学校

ではマラソンコースとして利用できるというメリットもあります。 

神門の坂については、朝いつも歩いてくれる地域住民の方がいます。ただ、帰りは

誰もいないので、危険と考えます。ですから、コミュニティバスの利用が適切だと考

えます。しかしながら現状は何もおきていないので、対策は大丈夫かと思います。 
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【Ａ委員】 

今までなかったのですが、神門踏切で不審者が出ましたので、今後、不審者のこと

も考えなくてはいけないかなと思います。坂田小の方に伺いたいのは、見守り隊の方

は毎日立っているのでしょうか。 

【事務局】 

立ち当番ではないので、毎日は立っていないです。場所はわかりませんが、集合し

て不審者対策として学区を周回しています。 

【Ａ委員】 

地図で赤丸がついているところに、ＰＴＡの方が常に立っているのですか。 

【Ｆ委員】 

週に１回ではなく、長期休業明けの３日間や月に１回立っています。 

【Ｅ委員】 

実は、神門の坂のところに以前は立ち当番がいたのですが、団地がなくなり人が少

なくなってきたので、なくなりました。ただ、必要であれば地区理事の人と相談して、

そちらに人を回すこともできるかなと思います。 

【議 長】 

地区理事と相談して、対応可能という案件と考えます。 

【Ｃ委員】 

前回の協議にもあった保護者の送迎についてですが、進入禁止道路は許可証があれ

ば通行できるという説明でした。通行したときの歩車分離を踏まえた安全対策はどう

なるのでしょうか。 

【事務局】 

現地確認し進入口を新規設置できるように予算要求をしております。予算が措置さ

れれば歩車分離が可能となります。 
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【Ｃ委員】 

坂田小校舎使用時には、コミュニティバスを使用するとなると、少し離れた君津高

校前の停留所になると思います。そうなると、君津高校の送迎車が時間的にも重なり

危険だと感じています。君津高校へも旧坂田共同調理場を使用してくれという案内を

出したいとも思っています。 

【Ｅ委員】 

旧坂田共同調理場を使用してもよいと、案内してもよいと思います。 

【Ｃ委員】 

県立と市立なので、難しいところがあるというのは認識していますが、子どもたち

の安全ということを考えて対応していきたいです。また、青少年育成協議会等の組織

を活用して対策して行ければと思います。ですから、駐車場の整備だけではなく、君

津高校の保護者送迎への対策なども踏まえて、全体的に進めていくべきだと思います。 

【事務局】 

補足ですが、山の上４校協議会という組織があり、校長先生が集まる場があるので、

そこで保護者の送迎について確認しています。君津高校の保護者には渋滞の件につい

ても案内をしているそうです。 

【Ｄ委員】 

安全対策ですが、地区の子ども１１０番とも連携をやっていく必要があると思いま

すが、統合校になるのだから、現状も踏まえて見直しが必要だと思います。通学路安

全対策協議会では母女の会から情報を得ていますが、学校でもしっかり危険箇所をま

とめていただきたいです。学校では、通学時の歩き方を具体的にやっていただきたい

と思います。現状では、不審者の安全対策が少ないと思いますので、学校で実施して

いる安全マップづくりを実施し、広くＰＲして進めてほしいです。一昨年は、不審者

が結構出ています。 
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また、富津市では地図に危険箇所を落としています。君津市は一覧ではわからない

ので、写真や地図などを使ってわかりやすくしてほしいです。 

青少年健全育成協議会も一緒になるので、新しい活動として、見守り隊の組織もで

きるのではないかと考えます。市で見守り隊を組織するのは難しいと思いますので、

自治会長も入っている青少年健全育成協議会に依頼してもよいと考えます。 

【議 長】 

安全対策について、他にありますか。 

【全 体】 

なし。 

【議 長】 

全体を通して何かありますか。 

【全委員】 

なし。 

【議 長】 

ないようですので、これで議長の任を解かせていただきます。ご協力ありがとうご

ざいました。 

 

４ 閉会のことば                            

【進行】 

以上をもちまして、第２回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。 

 

 

 


