
1 

 

大和田小・坂田小統合準備室 第４回通学部会 会議録【概要版】 

 

日 時：令和３年１０月１４日（木） 午後６時３０分～午後７時４５分 

場 所：君津市立大和田小学校    参加者：１５名 

 

１ 開会の言葉 

【進 行】 

只今より第４回通学部会を開会いたします。開会にあたり、部会長より一言ご挨拶

いたします。 

 

２ 部会長あいさつ 

【部会長】 

～挨 拶～ 

 

３ 議 題 

（１）通学の安全対策について 

【進 行】 

これより議題に入ります。このあとの議事進行を部会長にお願いします。 

【議 長】 

それでは、本日の議題に入ります。事前に配付しました資料にある協議の柱に沿って

進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はじめに、「（１）通学の安全対

策について」事務局より説明をお願いします。 

【事務局】  

～説 明～ 
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【議 長】 

ただいま、説明がありました点につきまして、質問やご意見はございますか。 

【Ａ委員】 

神門踏切と大和田第三踏切ですが、神門踏切を通学路としないとすると大和田１丁目

の子どもたちが一緒に登下校する友だちが少なくなってしまいます。住宅が少なく不審

者も出ていますので、保護者の希望で神門踏切の方に向かって合流する子どもがいます。

その点を考えると従来通りの通学路がよいと考えます。しかし、神門踏切付近は道幅が

狭い等の危険はありますので、安全面を考えてグリーンベルト等の設置をお願いしたい

です。雨が降っていると傘を差しているので、横に広がって歩くことも危険です。 

【Ｂ委員】 

一昔前にも大和田第三踏切に向かう通学路は設定されていたそうです。暗くて嫌なイ

メージがあるそうです。 

【議 長】  

大和田小学校として事前にＰＴＡ役員と協議しました。神門踏切を横断させない場合、

大和田第三踏切に向かう人数が増えるので、踏切で混雑し大変なのではないかという意

見もあり、神門踏切を横断する通学路がよいと考えています。その際、先程も意見として

ありましたが、グリーンベルト等を設置すること、またＰＴＡ等のご協力をいただいて

安全確保を目指すことが最良だと考えています。他にご意見ありますか。 

【Ｃ委員】  

先程も意見として出ていますが、神門踏切を横断する通学路がないと、大和田１丁目

方面の子だけが通学することになり、今よりも人数が減ってしまうので不安だと感じて

います。しかし、神門踏切を横断する子たちのことを考えると安全の確保は必要だと思

います。 

【議 長】  

神門踏切を横断した後の道路はとても狭いので、やはりグリーンベルトを両側に設置
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していただきたいと思います。 

【Ｂ委員】  

夏場になると線路側の雑草が通学路にはみ出しているので、徒歩の児童は避けながら

の通学になり危険を感じています。雑草は誰が刈ることになるのですか。 

【事務局】 

市でも承知しており、建設部がＪＲに依頼をしています。 

【Ａ委員】  

補足ですが、踏切の手前で立ち当番していても、雑草の背が高く、子どもたちが歩いて

来るのがわからないことがあります。ぜひ除草をお願いします。 

【議 長】 

このような意見があることも市は承知しておりますので、引き続き要望していきたい

と思います。大和田小学校としての意見を聞きましたが、周西中学校と坂田小学校はご

意見ありますか。 

【Ｄ委員】 

神門踏切については、安全対策が必要です。確認ですが、堺田公園付近の道路にグリー

ンベルトが設置されていますが、どのような理由で設置されたのですか。また、八街市の

ニュースがありましたが、市としてどのような対応を考えていますか。 

【事務局】 

通学路に関しては毎年、必ず各学校が安全点検をしており、報告をいただいています。

それを受けて市は通学路安全対策協議会において児童生徒の安全対策を協議しています。

今年度は、八街市の事故がありましたので、４月の点検に加えて、６月にも各学校に再度

点検していただいています。協議会では、警察や県土木事務所、市の建設部、市教委が参

加しもう一度点検をしようということで８９か所を点検しました。神門踏切付近の安全

については協議会にも上がっており、建設部ともグリーンベルトをどのように設置する

かということを協議しています。神門踏切につながる別の道路も抜け道として使われお
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り危険箇所として上がっています。警察としては、抜け道となっていることからも、危険

な車を取り締まることや道幅を狭くしてスピードを抑制すること等の様々な検討をして

おります。グリーンベルトを直ぐに設置することを考えておりますが、設置には多額の

費用が必要となり、さらに消耗するので維持費も掛かってきます。設置したときの効果

がどの程度かも踏まえて、総合的に判断することになると思います。堺田公園の道幅に

ついては詳しくわかりませんが、要望があったと思います。 

【Ａ委員】 

神門踏切以外について、周西幼稚園側の道路ですが道幅が狭くて、子どもたちが雨の

時に傘を差しながら通学していますが車が来るので危険です。大和田１丁目の子どもた

ちのためにもグリーンベルト、もしくは白線を引いてほしいです。６月にも事故があっ

たと聞いています。 

【議 長】  

学校でもその箇所は上げているので、引き続き対応していただきたいと思います。 

【Ｅ委員】  

先程挙がった道路については散歩で歩いていますが、車が来ると電柱に隠れなくては

いけないほど道幅が狭いです。子どもが事故に遭ってからでは遅いので、私たちからは

危険な箇所を出して、それを対応してくれる組織と仕組みがありますので、活用して安

全確保を目指していけばよいと思います。 

【議 長】 

市も対応していただいておりますので、引き続き安全な通学について協議していけれ

ばと思います。他にご意見がないようですので、これまで通り、神門踏切を横断する通

学路といたします。以上で通学の安全対策についての協議を終わりにします。 

（２）通学手段について 

【議 長】 

次に、「（２）通学手段について」について協議します。事務局より自転車通学について
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の説明をお願いします。 

【事務局】  

～説 明～ 

【議 長】 

この協議は、令和４年度から大和田小学校の校舎に通学することについて協議します。

はじめに、自転車通学について、事務局の説明にもありましたが、５・６年生は利用して

もよいのではないかという意見、逆に安全面から利用を認めないという意見があります

ので、まず自転車通学を認めるかどうか通学部会としての考えをまとめていきます。ご

意見ありますでしょうか。 

【Ａ委員】 

小学生に自転車通学は反対です。現状、斜め走りやヘルメットを被らないなど、課題が

多いと思います。 

【議 長】 

前回は５・６年生だけでもよいのではないかという意見がありました。逆に５・６年生

だけ自転車通学となると、低学年だけで歩いて通学することになるという課題も挙がっ

ています。 

【Ａ委員】 

そういうことも踏まえて、小学生の自転車通学はなしでよいと思います。 

【Ｂ委員】 

以前、自転車とバイクがぶつかりそうなのを見てとても怖かったです。安全面を考え

ると難しいと考えています。 

【Ｆ委員】 

反対です。住宅街の中では出会い頭の事故が考えられます。徒歩でも事故の危険性が

あるので自転車ではその危険性が高まると思います。 
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【Ｅ委員】 

前提として概ね４ｋｍ以内は徒歩としているので、議論しなくてもよいのではないで

すか。 

【議 長】 

通学距離が長い児童もいることから自転車を利用してはどうですかという意見があり

ましたので、議題として挙げています。 

【Ｇ委員】  

中学校はそれなりの技能が身についていますが、小学生にとっては危険性が高いと思

います。 

【Ｃ委員】  

ランドセルなどの荷物もありながらの運転は危ないと考えます。 

【議 長】 

大方、自転車通学は危険であり、安全確保できないという意見です。では、自転車通学

については難しいということでよろしいですね。 

【全委員】 

了承。 

【議 長】 

以上で自転車通学についての協議を終わりにします。次に、公共交通機関を利用した

通学について協議します。事務局より説明をお願いします。 

【事務局】  

～説 明～ 

【議 長】 

この協議は、令和４年度から大和田小学校の校舎に通学することについて協議します。

ご意見ありますか。 
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【Ａ委員】  

令和４年度ということですが、大和田小学校に通学することに関しては、コミュニテ

ィバスの利用は考えていないと思います。結局、大和田小学校校舎に通学するというこ

とであれば、３ｋｍ以上の児童はいないので必要はないと思います。坂田小学校校舎に

通学することになった場合、コミュニティバスを利用させていただきたいという要望は

あります。 

【Ｂ委員】  

大和田小学校の子どもたちの通学手段は現状と変わらなくてよいと思います。令和４

年度からは坂田地区の子どもたちの通学距離が変わるので、そちらを協議した方がよい

と思います。 

【Ｅ委員】  

坂田小学校校舎に移った時に、大和田小学校の子どもだけ遠くなるので困るというの

が前回の通学部会での意見でした。その時にも意見がありましたが、バスを利用する上

で、停留所まで行く時間や待ち時間等を具体的に考えると、本当に時間が短縮されるの

かということも考えなくてはいけないと思います。 

【Ｂ委員】  

コミュニティバス以外で利用できるバスはないのですか。 

【Ｅ委員】 

民間の路線はありますが、学校付近までは運行していません。 

【Ａ委員】  

それでは、地域の活性化につなげることができません。ですから、コミュニティバスを

活用という話が昨年度から挙がっています。 

【Ｅ委員】 

確かにコミュニティバスの路線が変わって、周西公民館の停留所がなくなったのは問

題です。本来、人見４丁目側にも運行するべきだと思います。 



8 

 

【Ａ委員】  

子どもたちが通学で利用するようになればその流れは変わると思います。 

【議 長】 

今の協議は、令和６年度以降の話ですので、令和４年度の協議に戻します。 

【Ａ委員】 

坂田小学校校舎に移動したときにバスを利用させてほしいという協議を昨年度からお

願いしています。 

【事務局】 

そのような意見もあるのは承知しています。統合と関係なく神門の坂が危ないので、

コミュニティバスを利用させてよいのではないかという意見がありましたので、今回の

アンケート調査をしています。ですので、令和４年度にコミュニティバスを利用して通

学してもよいとするのかご意見をいただければと思います。 

【Ｄ委員】 

このアンケートはどのような内容なのですか。大和田小学校校舎の時の内容か、坂田

小学校校舎に移動したときの内容なのかを明確にした方がよいと思います。 

【事務局】 

時期についてはアンケートには記載されていません。しかし、自由記述には、坂田小学

校校舎に移動したときには使用させてほしいといった内容もありますので、保護者は令

和４年度について回答したと考えています。 

【Ｄ委員】 

坂田小学校にはアンケート調査をしましたか。 

【事務局】 

調査はしていません。先程も申しましたが、第２回通学部会において、神門の坂が危険

だということで統合と関係なく大和田小学校校舎に通学する時でもコミュニティバスを

利用させてもよいのではないかという意見がありました。同様に神門踏切の危険を回避
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するためにコミュニティバスを利用させてほしいという意見も合わせてありましたので、

その対象区域に調査をかけています。 

【Ｄ委員】 

アンケート結果を見ると、通学する場所が大和田小学校校舎なのか坂田小学校校舎な

のかが明確になっていないのですが、私としては坂田小学校校舎に通学するという視点

で保護者は回答しているのではないかと思います。仮に大和田小学校側が利用するとい

うことになれば、なぜ坂田小学校でアンケート調査しないのかという疑問が出てきます。

君津台２丁目から大和田小学校校舎まで２．７ｋｍになりますので、平等性という意味

でも、やはりアンケート調査をするべきではないかと思います。アンケート内容も踏ま

えて、今の段階でバスの議論をしても意味がないと思います。また、駅前の子どもたちが

周西小学校に通学しているので、コミュニティバスの利用も検討するなど、全体的な検

討も必要だと思います。 

【Ｅ委員】  

坂田小学校にアンケート調査をしても答えが出るとは思いません。 

【Ｄ委員】 

君津台ですが、大和田小学校までは遠いという保護者の意見も出ています。 

【Ｅ委員】 

君津台からは遠いとは感じません。他の学校の遠い子どもたちから比べれば通学距離

は長くないです。 

【Ｄ委員】 

通学距離が短い長いということではなくて、大和田小学校でアンケートを実施するな

ら、坂田小学校側もしてほしかったという意見です。 

【Ｅ委員】 

意見の主旨はわかりましたが、私はそう感じません。令和４年度にコミュニティバス

の利用は必要ないと考えています。私が気になるのは大和田の子どもたちです。 
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【議 長】 

各学校の平等性という意見でした。今後の参考にさせていただきます。令和４年度か

らのコミュニティバスの利用については考えないということでよろしいでしょうか 

【Ｂ委員】  

アンケート結果を見ると神門地区の子どもたちは何名か希望しています。また、大和

田１丁目の子どもたちは道が狭いので、利用したい方がよいと思います。 

【議 長】 

大和田小学校校舎のつもりで回答した保護者もいれば、坂田小学校校舎のつもりで回

答した保護者もいるのではないかと推測できますが、結果自体は保護者の考えだと思い

ます。 

【Ｂ委員】 

神門地区のパーセンテージが高いのは、やはり保護者が危険だと感じているからだと

思います。実際、神門地区からは徒歩よりも保護者の送迎が多いです。アンケートを見る

とコミュニティバスを利用する子どもがいるとさらに徒歩の子が少なくなるので、その

点での安全も考える必要があります。神門地区の坂は確かに危険だと思います。 

【Ａ委員】  

アンケート結果から考えると、導入に向けた試運転として神門地区の子どもたちだけ

でもコミュニティバスに乗せられないでしょうか。 

【事務局】 

通学手段については、通学部会が決定の場ではありません。周西の丘小学校の校長が

決定することになります。しかし、現在は周西の丘小学校の校長はおりませんので、代わ

りに校長先生方で組織された運営部を開催し協議・決定いたします。その際に、通学部会

でのご意見を踏まえ、学校現場やＰＴＡが対応できるのかどうか、バスのルールに適合

するか等を検討し、総合的に判断することになります。ですから、この場ではご意見をい

ただき通学部会としての方向性をまとめていただければと思います。なお、スクールバ
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スについては、通学距離から考えても運行することはできませんので、ご承知いただけ

ればと思います。 

【議 長】 

冒頭に事務局から説明がありましたが、周西の丘小学校になってからも通学の安全に

ついては協議していきますので、コミュニティバスの利用についても引き続き議題とし

ていきます。全体を通して、ご意見ありますでしょうか。 

【Ｄ委員】 

確認させていただきたいことがありますが、大和田小学校に保護者送迎車のための進

入口を造成していただきましたが、この運用方法を教えていただきたいです。 

【議 長】 

来年度、坂田方面から通学してくる子どもたちは裏門が進入口になりますので、歩車

分離を踏まえて、送迎車用の進入口を造ってもらいました。体育館前の駐車場で子ども

達を乗降していただくことになります。運用方法については、開校前に事前に連絡いた

します。 

【Ｄ委員】 

承知しました。周西中学校の送迎車との絡みがあり、出会い頭の事故が懸念材料とし

てあります。 

【Ａ委員】 

もう一点あります。送迎車の進入口が思ったより狭いので、斜めに進入できるように

してほしいです。 

【Ｄ委員】 

一つの提案としては、周西の丘小学校の送迎車を周西中学校に行くようにして子ども

を降ろすことができれば、車の出会い頭の事故は起きないと思います。 

【Ｂ委員】 

その案だと、子どもが送迎車を降りて大和田小学校校舎に歩いて向かうときに、別の
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送迎車とすれ違うことになり危険です。車は一方通行でも、子どもが歩く方向は逆にな

ります。 

【Ｄ委員】 

送迎車が増えると想定されるので、一つの案として出させていただきました。 

【Ｅ委員】 

送迎車の進入口がある道路は、通行禁止等の交通規制はありませんでしたか。もし規

制があるとしたらこの議論はいらないと思います。 

【Ｄ委員】 

朝の登校時間が通行禁止となりますので、学校としては保護者に警察署から許可証を

とるように連絡しています。 

【Ｅ委員】 

坂田小学校の保護者は知らない内容です。現状、坂田小保護者の送迎車は、旧坂田共同

調理場を利用していますが、それなりの利用者がいます。統合してその車両分が増える

と考えると、通行禁止にしている意味がなくなります。 

【Ｄ委員】 

坂田小学校保護者には、統合した場合のことも含めて案内はあるはずです。確かに許

可を取ったとはいえ、多くの車が進入してくるのはどうかと思いますが、現状から考え

れば致し方がないことだと思います。坂田小学校も通常で送迎車が多い状況ですので、

事故の可能性が増すと考えています。 

【Ｅ委員】 

そもそも送迎車が多いということ、また許可証を出していることは子どもたちの安全

を守る取り組みではないと感じます。 

【議 長】 

学校の立場としては、送迎車は一台も来てほしくはないと考えています。当然、子ども

たちには歩いて来てほしいと思います。ただ、不審者の件や雨の日の危険性から、保護者
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が送迎したいという気持ちも大事にしたいと考えて判断しています。統合するとその台

数も増えると考えていますので、歩車分離ができるように進入路を造っています。また、

ルールを守っていただくために警察署に許可をいただくように促しています。 

【Ｈ委員】  

通学路に関しては、先ほどの事務局からの説明にありましたように、両校の運営部で

決めていくことになりますが、現状は子どもの通学路になっていない道路もあります。

坂田小学校の子どもの大多数は、周西中学校の南側を通って裏門に来ることになってい

ます。これだけを見ると疑問点がありますが、今後、入学説明会もあるので、このことに

ついては、しっかり考えていかなくてはならないと思います。入学説明会で説明したこ

とが、保護者にしてみればスタンダードになります。ですから、情報をいただいた上で、

しっかりと協議させていただきます。逆に送迎車が通るということになれば、学校とし

ても適切な対策をさせていただきますが、混雑が想定されるため事故は心配です。今後、

現大和田小と周西中の間の道路は通学路ではないという前提で、決定していきたいと思

います。 

【議 長】 

この後は、運営部で集まって最終判断をしていけばよいと考えます。以上で、通学手段

についての協議を終わりにします。他に確認しておくことはございますか。無ければ、本

日の議題については以上になります。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４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。 

 


