
第１２回長南町小中一貫校設立委員会記録 

 

１ 日時 平成２８年５月２０日（金）１５時３０分～ 

 

２ 場所 長南町保健センター（庁舎分館）２階 第１会議室 

 

３ 出席者委員：１４／１７名    教育委員会：３名  

 

４ 概要 

 

（１）委嘱状交付 

 

（２）教育長あいさつ 

 

（３）委員長あいさつ 

 

（４）協議 

 

 

【委員長】 

本日は、説明会に向けての説明ということで、事務局からお願いしたい。 

 

【事務局】 

５月２８日に説明会を開催予定であるが、その中では前段の部分でこんな学校をつくって

いきたいというところ。教育課程を含めてＱ＆Ａ方式でまとめたものを提示していきたいと

考えている。難しい文章を載せても非常に分かりにくいと思ったので、一問一答方式という

形で、特にこれまでも様々な疑問点が寄せられているので、そのような質問に答える形で作

ってある。後半部分では皆さんに第１１回委員会までかけて討議してもらったスクールバス

について提案させてもらう。実は今回のプレゼン資料は、３０ページ以上となった。その前

段のこんな学校にというところは、ほとんどの部分を前に文章でお配りしてあるし、更に設

立委員会の中で紹介してあるので、本日は後半部分のスクールバスの部分に絞って提案をさ

せてもらえればと思う。これまで４地区に分かれて様々ご意見をまとめてもらった後、全体

に広げてまとめてきた。実際には、第１１回委員会から本日、第１２回委員会に至るまでの

間、町長部局との折衝や予算化について、バス運行業者のプロの目から見て実際に皆さんに

作ってもらった経路であるとか、停留所が適正であるのかどうかを確認してもらうという作



業があったので、少し時間をもらった。更には業者の方で、この経路、停留所でいいだろう

というところについては、バスで実際に走ってみた。停留所については、私有地も多くある。

そういったところにお願いにあがり、貸してくださいと回ってきた。その辺も含めてご覧い

ただき、後程一括してご意見を頂戴できればと思う。 

それでは、スクールバス運行の今後の予定についてということで出させてもらう。これに

関しては、本日は、設立委員会用のページである。設立委員会によりこれまで検討を進めて

きた。一定の結論を得た段階で、事務局に頂戴したものを先程説明させていただいたが、町

長部局との検討、業者を伴って運行経路、停留所の適正確認の作業を行った。また、停留所、

バスの旋回場用地の確保ということで、それぞれの地権者のところを回った。それで、資料

収集・提案準備ということで説明会の案内まで進めさせてもらった。それから、車輌の確保

ということで書いたが、今現在東京オリンピックに向けてということで、バスの発注が非常

に多くなっており、発注をかけてから納車まで１年間かかるとのことであった。実は新車を

２台バス会社で用意してもらうようになるが、その関係で早く発注しないと開校に間に合わ

ないということで、内々ではあるが、契約に向けてということで一筆書いて、こちらの車輌

の確保を既に進めてもらっているところである。続いて一貫校設立委員会ということで書い

たが、これらを受けて、それぞれ委員さんのご意見を頂戴する中で、説明会へと望みたいと

考えている。なお、この説明会の中で当然質問・意見・要望も出てくることが予想される。

これに関しては必要に応じて設立委員会にて再検討や現地調査もと考えている。これを受け

て、最終的にスクールバス経路・停留所の最終決定にもっていきたいと考えている。 

では、次。ここからが説明会の資料となる。当日だが、本日の予定ということで、まずは

町が目指す教育について、統合小学校について、スクールバス運行について、今後の予定、

その他と進んでいく。本日は、スクールバス運行について、この部分から説明させてもらう。

スクールバスの導入についてであるが、こちらもＱ＆Ａにまとめた。まず、経路や停留所は

どのように決めたのか。長南町小中一貫校設立委員会で検討し、その後バス会社も交えて整

理を進めてきた。児童の居住地を地図上に置き、なるべく近くて安全に待機ができる停留所

と経路を選択した。公平・公正にも配慮し、なるべく雨風をしのげる待機場所、町外に出な

いように配慮した。更に既存の施設等でバスを旋回させるようにした。この設立委員会につ

いて写真を交えて説明をしようと思う。現地調査と検討している会議の写真である。次に乗

車対象はということで、前回、第１１回の委員会の中で様々議論があったところだが、結論

から言うと、原則、統合小学校全児童を乗車対象とした。先程も言ったが、町長部局との検

討にもこちらを提案して、全児童を乗せる方向で決定をしたところである。保護者の判断に

より、家が近くバスで何十分も揺られるなら歩いたほうがいいという場合は、徒歩通学も選

択ができるというようにしたいと考えている。次に、バスの台数及び経路についてである。

大型送迎、全座席が前向きで６０席を２台、中型送迎、全座席が前向きで４２席を２台の計

４台を業者に運行委託する予定である。次に、便数について、朝の登校時は１便。１便と言

っても、後程説明をするが、中型のバスを２度回す。下校時については、低学年から始まり、



中学年等の下校、部活動があるので、そういった子供達を下校させるため、２～３便になる

と思う。これについては、日暮れに合わせ、小学校の最終下校時刻は月ごとのように変わる

ので、その辺の運行時間割は、バス会社と話をして変更をしていきたい。児童が、乗車時刻

に停留所にいない場合はということで、委員さんからも御質問をいただいたが、到着を待つ

ことはできない。保護者の責任において学校まで直接送ってもらうことになる。遅れている

お子さんが一人でもいたら、そのお子さんを待つことによって、このバスに関わるお子さん

が全員遅刻することになる。数十名に迷惑をかけることになるので、やむを得ない措置だと

考える。長期休業中の運転はするのかということだが、夏休み中に部活動の練習がある。な

るべく色々な部活動があるが、１日に集約し、１０日程度は運行をしていけたらと考えてい

る。運賃については、無償である。保護者及び一般町民も乗車できるのかについては、児童

のみとしたい。中学生は乗車可能かということで、同じ場所に通学するので、こういった質

問もあるかと思うが、原則乗車は認めない方向である。しかし、例えば怪我で松葉杖をつい

ている場合等については、保護者から教育委員会に申請してもらい、期間限定で、許可制と

し乗せることは可能である。しかし、後程出すが、バスの定員がある。何人も乗るというと

立ち乗りになってしまう。一応全員が座れるように考えているので、許可制としたいと考え

ている。停留所以外の乗降はせず、決められた停留所のみの乗降となる。これは安全面が第

一である。どのくらいの乗車時間になるのか。実際にバス会社とバスに乗って３０キロから

４０キロ程度の走行の中で、３５分程度になるのではないかと算出している。停留所はもっ

と増やせないのか。後程出すが、全部で５０か所以上となった。この停留所をもっと増やす

となると乗車時間がどんどん長くなるので難しいと答えたい。往路・復路とも経路は同じか、

また停留所は同じかということについては、経路・停留所とも同じである。往路で長時間乗

車する児童が、復路では乗車時間が短くなるよう公平性に配慮した。乗降場所については安

全上の理由から往復とも同じ道路の同じ側に乗降できるようにしたい。全員が座れるか、座

れるように人数調整をしてある。バスの速度は、法定速度を遵守する。３０キロで、出ても

４０キロで走行する。先程の３５分は、この速度で算出したものである。 

それではいよいよ経路に入る。こちらの経路については、皆さんに考えてもらった経路に

全児童を乗せるという条件が加わったので、大きく動きが変わっているところがある。最初

に、町全体の全経路を足早に見てもらうので、確認してもらいたい。東地区。経路に変更は

ない。次に西地区であるが、逆回りになっている。次は長南の笠森方面。次に坂本、豊栄の

一部を拾う。そして豊栄地区。次に東西地区というのを設けた。１便、２便と書いてあると

ころがある。これについては、当初計画したとおり、豊栄地区と東地区については大型バス

を走らせる。長南の町中と西地区については中型を走らせるという計画で進んできたので、

長南の笠森方面が１便、２便目は長南の坂本方面と豊栄の一部を拾って戻ってくることを考

えている。西地区については１便で西地区を回り戻ってくる。２便で、東西地区と書いたが、

学校から出て、東の中に子供達がいるのでこの部分を拾いつつ戻ってくるというようなこと

で考えている。それぞれの折り返し地点になっている場所だが、東の小生田上集会場さん、



デイリーヤマザキさん、法華谷津出荷場さん、豊栄の里さん、渚石材さん、このすべてにつ

いて、ご協力いただけるとのことである。大変ありがたいことである。それでは詳細につい

て説明させてもらう。 

 

 

【画像データを基に詳細説明のため、以下省略】 

 

（統合小学校説明会資料 参照） 

 

 

【事務局】 

スクールバスの運行、今後の予定についてということで、説明会でも出すところだが、こ

れまで設立委員会にて検討を進めてきた。そして、今回説明会を開く。対象は、保護者（児

童）、地域の皆さん（保護者も含めて）。保護者については、スクールバス利用希望の有無に

ついて、徒歩にするか、バスに乗るのか、利用する停留所も決定してもらいたい。あっちで

乗ったりこっちで乗ったりというのは把握が難しいので、安全面から、同じ場所でというこ

とで考えている。地域の皆さんに関しては、見守り活動への協力を依頼していきたいと思う。

今も勿論交差点を渡らせてくれたり、実際にバスで通っているお子さんもいるが、停留所で

見守ってくれたり、一緒に歩いてくれたりと、いろんな方々が活動に協力してくれているが、

更なる充実を図っていく必要があるとお願いしていきたい。そして、保護者の関係であるが、

スクールバスの希望の有無、停留所の決定については学校において集約をしてもらおうと思

う。安全指導、ルール決め、座席決め等の準備を進めていく。委員会（事務局）としては、

運行経路、停留所等の整備、ルール作り、これは学校と委員会間で調整となる。運行委託業

者との契約、運行時間割表の作成を進めていく。最終的に３月には運行シミュレーションと

いうことで、子供達を実際に乗せて、学校まで届けてみるということをしていく。以上雑駁

な提案ではあるが、このような形でまとめさせてもらった。御意見をいただければと思う。 

 

【委員長】 

説明を受けて、質疑があればお願いしたい。最初に地区ごとに質問を受けたいと思うが、ま

ず豊栄地区から何かあるか。 

 

【委員】 

乗り遅れたら待たないというが、停留所まで登校班という形はとらないのか。 

 

【事務局】 

ある程度近所でまとまって行くようにはしたいと思う。低学年の子供達だけで歩いていくの



も問題だと思う。基本的には、まとまってバス停まで行くにしても家を出てこなければ出発

してもらわないと間に合わなくなってしまう。団体遅刻よりは、行ってもらわないといけな

い。 

 

【委員】 

そこが一番難しい。少し遅れてバスが見えるのに行ってしまったということもある。 

 

【委員】 

途中で、忘れ物をしたと戻ってしまう子供もいる。 

 

【委員】 

そういったこともある。 

 

【事務局】 

さっき出たようにルール作りを学校と調整しながら決めていきたいと思う。どこに行ってし

まったか分からないというのが一番怖いのでその辺を徹底したいと思う。 

 

【委員】 

一回り約３５分と書いてあったが、この天気は晴れの日を想定したのか。 

 

【事務局】 

傘をさして待っている場合があるので、それぞれ想定しながら乗り降りにかかる時間はバス

会社の方で計ってもらっている。晴れだろうが雨だろうが平均的に３５分程度でなんとかな

ると言われている。例えば屋根のあるところから出てきてもらう場合も考えられるが、その

辺も加味している。 

 

【委員】 

バスの乗降について、保護者が乗るとかそういった添乗員はどうなのか。 

 

【事務局】 

先程もお話ししたように、町長部局と話を進めてくる中で、その部分については運転手にお

願いして、特別に添乗というのは幼稚園、保育所レベルではないので、大丈夫ではないかと

考えている。申し訳ないが、人件費になるので結構かかるため予算化はしていない。見守り

活動、そこが限界だと思う。停留所と停留所の間については運転手に見てもらうしかないか

と思う。 

 



【委員】 

一番事故が多いのは乗降の際の発車である。確認をして、保護者に迎えに来てもらうのが一

番いい。あと一つ、停留所は小さい車で回ったのか。 

 

【事務局】 

バスを借りて実際に走った。停留所の写真は別の日に撮りに行ったので小さい車が写ってい

る。 

 

【委員長】 

長南地区からはどうか。 

 

【委員】 

郵便局の停留所でそのままと言ったが、２年後には１人白鳥商店から乗る。 

 

【委員】 

保護者にある程度停留所を決めてもらうが、例えば、仲間うちで便が違うのは、許されるの

か。 

 

【事務局】 

基本的には厳しい。どうしても人数割振りしているので、隣の停留所から乗る程度であれば

なんら問題はないが、他の便に乗られると人数調整が全然上手くいかないので、厳しい。 

 

【委員】 

似たような質問になるが、学校に近い長南の郵便局や西の報恩寺については何便もバスが通

る。一体どれに乗ればいいのか分からない。バスに何号車というような表示はあるのか。 

 

【事務局】 

しっかり表示はしていきたいと思う。やっぱり時間にきっちりなるべくいきたいと思う。 

 

【委員】 

最後に、停留所で屋根のないようなところは何か所かあるのか。そこはどう考えるのか。 

 

【事務局】 

永久的にその停留所が利用されるかというとそうではない。また、小屋を移設することはで

きない。今見てもらったように停留所だけで５０か所を超えるので、全て屋根有りでという

のは難しい。近隣の市町村の様子を見てきた。長柄は屋根があったが、たった３か所であっ



た。全てそこに集めているので屋根も作れるが、長南町はなるべく家の近くに設けているの

で、待つのも短時間で済むと考えられる。その辺は了承いただきたいと考える。少なければ

作れるという話も、町長ともしたが、５０か所全ては無理である。 

 

【委員】 

平成２９年度入学予定者の保護者も説明会には来るのか。 

 

【事務局】 

呼んである。一応、保育所と幼稚園は文書配布とダイレクトメール、町広報紙、ＨＰ上にも

掲載してある。新１年生の保護者については、再度説明会がある。 

 

【委員】 

保護者を１回乗せるべき。我々関係者はよその地区はわからない。 

 

【事務局】 

委員さんについてはぜひお願いしたいと思う。 

 

【委員長】 

それでは東地区からあるか。 

 

【委員】 

スライドの中にもあったが、速やかな乗降を進めるために、席決めをおそらくされるのでは

ないかと思うが、行きも帰りも全く同じ席に座ってくださいということか。 

 

【事務局】 

そうすると、乗り降りしづらくなるのではないだろうか。登校時、最初に乗った子が帰り道

は最初に降りるので、同じ席では困ると思うので、同じ席に２人の名前が表示されるように

なるだろうと考えている。自分の席が行きと帰りで違う席になると思う。その方が乗降はス

ムーズになると思う。これもルール作りなので、学校と考えていければと思う。 

 

【委員】 

現在、この路線で一番歩く距離の長い人はどの程度なのか。 

 

【事務局】 

場所的には地図上で見ると、豊栄地区になるが、おそらく一番歩いて１キロちょっとだと思

う。他は結構近場でなるべく設けたが、実は寺岡商店の奥に続く道があるが、そこを行くと



長柄につきぬけてしまう。子供を乗せたまま他の町に出て行ってしまうわけにはいかないの

で、入っていけなかった。交通量は少ないが、少し細い道でバスが入れなかった。 

 

【委員】 

保護者にバス停まで送迎してもらえばいいと思う。 

 

【委員】 

今も見ていると、保護者がそこまで連れて行っている。 

 

【事務局】 

あとは、なるべく１キロないように設定している。 

 

【委員】 

始業は何時で、バスも何時に考えているのか。 

 

【事務局】 

一応基本的には、８時を目安にしているが、今後その辺はバスの関係もあり、バスで通うお

子さんが多い学校は始業を遅らせることも措置としてあるので、学校と考えながらいきたい

と思う。先程３５分というのも組み合わせによってはっきり分からないので、２便出すので、

最初の子があまりにも早くないようには組みたいと思っている。それを加味しながら始業時

刻を決定したいと思う。 

 

【委員長】 

最後に西地区何かあるか。 

 

【委員】 

逆回りとなっている。初めは待機場所を考慮して、左回りにした。今回の経路は待機場所を

考慮されず、バス会社との運行経路で決まっている。１か所、熊野の清水に行く道だが、集

会所の前は狭く、信号もある。少しずらした方がいい気もする。また、第１便と第２便があ

るが、第１便と同じバスであれば、３０分のタイムラグが発生する。ほとんど屋根もないの

で、ゆくゆく考えていただきたい。 

 

【委員長】 

今回は人数を調整し、２便という考え方が出てきた。その辺で何かあるか。なければ、全体

的に質問等あるか。 

 



【委員】 

皆さん自分の生活にどのような影響があるのか、聞いている側からすると気になると思うの

で、時間は早めに示した方がいいと思う。２８日に質問されると思うので、説明してもらい

たい。また、子供達を全員拾うので、歩くのが少なくなる。その辺をどうするのかも説明し

てもらえたらと思う。学校についてから歩くところもあると思うので、その辺考慮している

というのも説明していただいた方がいいかなと思う。 

 

【委員長】 

私から一つ聞きたいが、３月にシミュレーションをするということだが、２か月程前倒しに

はできないのか。 

 

【事務局】 

バスの出来上がり次第となる。新車を２台頼んでおり、先程申し上げたように１年程度とい

うことではっきりと明言されていない。出来次第早められるのであれば、その方向で考える。 

 

【委員長】 

シミュレーションの内容についてはどういうやり方なのか。 

 

【事務局】 

完全に行き帰りと学校に通ってもらう。 

 

【委員長】 

先程父兄の方にも見てもらった方がいいということについてはどうか。 

 

【事務局】 

見てもらうことは構わないが、保護者の方が全員乗るとなると難しいだろう。３月なので、

校舎は既にあるから、お試し登校をしてもらったらどうかと考えている。とりあえず年明け

でないと、難しいし、バスがどの段階でできているかも明言できない。用意ができ次第、知

らせることとする。 

 

【委員】 

それは曖昧である。もし間に合わなかったらどうするのか。 

 

【事務局】 

間に合う。間に合うが、何日に出来上がりというのは申し訳ないが、分からない。 

 



【委員】 

今の言い分だと、間に合わないようにも聞こえる。間に合うならばそれでいい。 

 

【委員】 

万が一の時、運行会社の責任になるかもしれないが、保険の部分についてはどうなっている

のか。 

 

【事務局】 

今現在も委員会の方で、日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約をしていて、登下校

時なので、補償対象になる。また当然運行に関しては全部完全委託なので、バス会社の方で

全て面倒見てもらうようになる。補償も含めて。勿論、補償内容の確認もする。契約段階で

条件に入ってくるので提示をしてもらう。 

 

【委員長】 

皆さん地元に帰られたら停留所の見守り活動をしていただくボランティアさんが集まるよ

うにお願いしてもらうのが、第一の仕事ではないかなと思う。私も今十何年間やっているが、

手伝ってください、私一人では見切れない場所もありますと言っても、なかなか協力いただ

けない。見守り活動するボランティアさんが増えてほしいと思う。全て役所できちっと予算

も含めてやれと言っても限界がある。生活している皆さんがお互いにやってやろうというこ

とが生まれてこないと、いくらシミュレーションをやってもだめなのではないか。 

 

【委員】 

今月になってから、３回事故があった。一旦事故が起こると２時間はストップしてしまう。

抜け道がない。そういったことも想定した中でやらないといけない。 

 

【委員長】 

色々問題がある。小学校も大変である。引っ越しやスクールバスに乗る子供達の名簿も作ら

なくてはいけない。 

 

【委員】 

一番大変なのは、各学校の資料の保管場所である。たまたま今回タイケン学園がダメになっ

たので各校生き残ったが、そのようなところも大変である。 

 

【委員】 

３月のシミュレーションであるが、平日か。 

 



【事務局】 

未定である。その辺は詰めてからでお願いしたい。 

 

【委員】 

ＰＴＡ総会が行われ、校長先生から話があったが、教室の数が予定よりも足りなくなりそう

だ、中学校の校舎にある教室も併用していくことも考えていくという話が保護者に対してあ

った。 

 

【事務局】 

足りないと言われるが、法的に足りるだけの設計にはなっている。法的には４０人学級であ

るが、統合することによって、大集団となるが、４０人前後の学級ばかりである。そこをで

きれば２クラスに分けてあげたいと思っている。最初に適正規模の検討委員会等で話し合い

が進められてきた中、空き教室がすぐに出来ることが見えているのに、いっぱい教室を作る

ような税金の無駄遣いがないようにということは散々言われてきた。そんな声を尊重しつつ

も、法的に足りる数の教室は用意した。ただ先程言ったように加配措置で人を多く配置して

くれるなら分けてあげたい。分けてあげる場合には、中学校の教室を使って分けるというよ

うなことも考えている。基本的に、普通学級が１０教室ある。特別支援学級が２教室、通級

で言語の教室が今長南小学校にあるが、ことばの教室は中学校の相談室辺りに間借りする予

定である。もし、クラスを増やすことが可能となった場合は、中学校の教室を使用し、高学

年を持っていきたいと考えている。小中一貫なので、より連携を深めるという意味で、まず

積極的に一歩進めるなら高学年を中学校の棟に持っていくというのも手であると考えてい

る。大きく不安に思われても困る。先程も言ったように増やせるものなら増やしたいという

思いもある。ただ増やした場合には、当然法的な部分しか用意していないので、中学校の教

室を使用することもあるということである。 

 

【教育長】 

足りないというのがどこから出ているのかが分からない。 

 

【委員長】 

私の耳にも入ってきたが、主観でやっている。こうあるべきだということで、足らないと言

われている。やたらにそれを公にしてもらっては困る。 

 

【教育長】 

どこから出たのか心配しているが、基本的に数については大丈夫なので、お話してほしいと

思う。 

 



【委員】 

教室が足りないというのは、先程も言ったように、４校をある事業者が全部使うということ

で、今の小学校にある資料の置き場がないということである。それをどこかに置けないかと

いうことで教室が足りないと言っている。人数的にはちゃんとできていることは承知されて

いる。統合になった場合に、書類の置く空き教室が欲しいと言っている。 

 

【委員長】 

ロッカーが足りない、医務室が狭いとか色々聞く。父兄に不安を与えてはいけない。 

 

【教育長】 

不安を与えることは一番いけないと思うし、内部から出てはもっといけないと思う。 

 

【委員長】 

これから先生方も大変だと思う。 

他になければ、事務局からお願いしたい。 

 

【教育長】 

おかげさまで慎重にこれまで審議していただいた部分でこのような形でできた。これを基本

に保護者に説明していく。本当に不安があってはいけないし、安全の部分で何かあってもい

けないので、その辺を優先しながら、進めていきたいと考えている。いろいろな所で意見を

必要とするので、いろいろな意味で情報を寄せていただければと思う。 

 

【委員長】 

以上で会議を終わりにする。 


