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１．会 議 名  第５回睦沢町立小学校再編準備協議会  

２．開催日時  平成２９年 ７月 ６日（木） 

 開会 １９時  閉会 ２０時０２分 

３．開催場所  睦沢町立中央公民館 会議室 

４．出 席 者 【委  員】 ２１名 

若菜俊孝（委員長）、中村 勇（副委員長）、 

飯島秀和、石井与暁、宮﨑弘誠、山根茂夫、小倉 誠、 

村杉文俊、江沢正則、塚本克彦、石井 實、矢部 進、 

鈴木俊一、積田裕子、阿部倉光宏、熊切彰男、田邉佳之、 

伊原貞明、糸井仁志、久保田洋之、長谷茂子 

       【事 務 局】 ６名 

        今井富雄（教育長）、白井住三子（教育課長）、吉野清久（指導主事）、 

        小髙俊一（副課長）、古山雅敏（副主査）、土田 亨（主事補） 

欠 席 者 【委  員】２名 

        久我將行、河野義惠 

５．傍 聴 者  ０名 

６．次  第  

        １ 開  会 

        ２ あいさつ 

        ３ 事務局報告 

         （１）再編準備協議会委員の変更について 

         （２）睦沢小学校教育課程等研究チーム設置要領について 

         （３）睦沢町コミュニティ・スクール推進委員会設置要綱について 

         （４）再編に向けた取組みについて 

        ４ 専門部会報告 

           総務部会 

           学校づくり部会 
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        ５ 案  件 

         （１）専門部会報告について 

           ・睦沢小学校スクールバス運行ルート（案）について 

         （２）報告書（第３回）について 

         （３）その他 

        ６ そ の 他 

        ７ 閉  会 



3 

 

【 １９時 開会 】 

 白井課長 （欠席委員の報告、会議が成立した旨の報告） 

それでは、只今より、第５回睦沢町立小学校再編準備協議会を開会いたし

ます。 

進行は、教育委員会教育課 白井が務めさせていただきます。 

始めに、今井教育長からご挨拶をさせていただきます。 

 今井教育長 こんばんは、遅い時間にお集まりいただきありがとうございます。 

      九州地方では、大変な大雨の被害となっています。このことは、私達の睦

沢町でもいろいろ考える機会となっております。第５回睦沢町立小学校再編

準備協議会の開催にあたり一言ご挨拶を申し上げさせていただきます。 

      前回は、３月に開催させていただきまして、報告書を提出いただきました。 

     その報告に基づき、コミュニティ・スクール推進委員会の設置や先進校の秋

津小学校を視察いたしました。また、学校毎に閉校に向けての記念事業を実

施にあたり実行委員会を組織していただき、ありがとうございます。学校で

は、児童の合同学習を計画的に進めております。施設面では、体育館トイレ

の改修が終了しました。校舎等の改修工事が決定し、１１月末には空調設備

を除き工事が終了する予定でございます。すべては、睦沢の子供たちのため

にご尽力をいただいた訳でございますけれども、本日は、スクールバス運行

ルートをご協議いただき、教育委員会に第３回目の報告書を提出いただきた

いと考えていますので、ご協議をよろしくお願いします。簡単でございます

が、挨拶とさせていただきます。 

 白井課長 続きまして、若菜委員長ご挨拶をお願いします。 

 若菜委員長 こんばんは、お忙しいところお集まりいただきましてありがとうござい

ます。概ねの協議事項が終了しまして、ありがとうございます。町長は、小

中一貫校の話をときどきしております。本日も議論をしていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

 白井課長 ありがとうございました。 

      それでは、次第の３番目の事務局報告に移らせていただきます。私の方か

ら報告させていただきます。（１）再編準備協議会委員の変更についてでご

ざいます。再編準備協議会の委員に変更がございましたので、報告をさせて
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いただきます。先ず教育振興部会で３番目の糸井仁志 委員でございます。

前こども園長でございました上田 委員からの変更となります。そして、学

校づくり部会で３番目の鈴木俊一 委員でございます。前土睦小学校教頭の

須賀 委員からの変更となります。２人は、５月２３日付けで委嘱状をお渡

ししています。また、学校づくり部会におきましては、小髙利雄 委員さん

が５月１８日に御逝去され１名の減となっております。なお、小髙利雄 委

員は、学校づくり部会の副部会長でありましたが、５月３１日の学校づくり

部会におきまして、宮﨑 委員が選任されましたのでご報告いたします。こ

の他、４月の人事異動によりまして事務局職員に変更がございましたので、

紹介させていただきます。総務部会ですが、池澤に変わりまして古山 副主

査が担当いたします。そして、教育振興部会ですが、宇田に変わりまして土

田 主事補が担当いたします。そして、本日出席しておりませんが、学校づ

くり部会の渡邉に変わりまして岡田 主査が担当いたします。どうぞよろし

くお願いいたします。続きまして、（２）睦沢小学校教育課程等研究チーム

設置要領についてでございます。これまで、皆様で協議をいただきまして提

出のあった第２回の報告を受けまして、小学校再編にあたり３ページに掲げ

る事項について研究を行なうため、両小学校のすべての教職員と教育課の職

員で構成する睦沢小学校教育課程等研究チームを設置いたしました。チーム

リーダーは、私でございまして、サブリーダーは、校長といたしまして組織

しております。すでに、会議を開催いたしまして再編に向けた準備を進めて

おります。そして、（３）睦沢町コミュニティ・スクール推進委員会設置要

綱についてでございます。こちらも第２回の協議会報告を受けまして、コミ

ュニティ・スクール導入に向けた準備する組織といたしまして睦沢町コミュ

ニティ・スクール推進委員会を設置いたしました。第３条に記載の組織と構

成ですが、再編準備協議会の委員もお願いをしている方もおりますけれども、

６月１３日に第１回目の会議を開催いたしまして、２２日に習志野市立秋津

小学校に先進地視察を実施いたしました。そして、（４）再編に向けた取組

みについてでございます。こちらも協議会からの報告に示されていました両

小学校の事前交流でございます。これまで実施していた校外学習に加えまし

て、今年度は教科の合同学習を５月３０日と３１日、６月８日に土睦小学校
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で授業を行いまして、意見を取りまとめたものでございます。総体的には、

「楽しかった。良かった。」という肯定的な意見がだされたことで、交流事

業のひとつの目的が達成できたとまとめられています。これらの意見を参考

としながら、これからの交流授業の参考にさせていただきます。この他、資

料にはございませんが、土睦小学校の工事の関係でございます。教育長の方

からご報告がございましたが、体育館のトイレにつきましては改修が終了し

ております。体育館のトイレ以外の工事につきましては、６月の議会におき

まして契約の議決となり１１月末までの工期で契約が済みまして、現在、工

事に向けた準備が進められております。教室につきましては、夏休みを中心

に実施する予定でございます。なお、エアコンの設置は、９月頃に発注をい

たしまして年度末までに設置する予定でございます。事務局の報告につきま

しては、以上でございます。 

      それでは、次第４番と５番につきましては、協議会設置要綱第５条第１項

の規定により、若菜委員長に議長そして進行をお願いいたします。よろしく

お願いいたします。 

 若菜委員長 それでは、次第に沿って進めさせていただきます。４番目の各専門部会

からの報告をお願いいたします。 

      それでは、最初に総務部会からの報告をお願いします。 

 伊原部会長 協議項目第６号の校旗についてですが、エンジ系を生地に校章を中央、

校名を左側に刺繍することにすることでまとまりました。協議項目第７号の

校訓についてですが、教育大綱、教育振興基本計画を定めてございますし、

周辺の小学校で校訓を定めている学校は、１校でございましたので、校訓は

制定しないことといたしました。協議項目第９号スクールバスの運行につい

てですが、２月１５日の段階で睦沢町通学路等における子供たちの安全確保

に関するガイドライン（案）を基に、スクールバスの運行について検討し、

保護者の意見を大事にして欲しいとのことでした。５月２４日の段階で睦沢

町スクールバス運行規程（案）及び睦沢小学校スクールバス運行ルート（案）

を検討し、保護者の意見を参考とし乗車場所等を決定して協議会へ提出する

ことにしました。以上でございます。 

 若菜委員長 ありがとうございました。後程、事務局より運行ルートについて説明が
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ありますが、それ以外のところで、部会長から報告がありました内容で質問

がある委員の方はお願いします。 

      特にないようですので、学校づくり部会からの報告をお願いします。 

 久保田部会長 協議項目第３号ＰＴＡ組織、協議項目第４号ＰＴＡ規約、協議項目第

５号ＰＴＡ事業ですが、昨年度の部会でＰＴＡ組織、ＰＴＡ規約については、

両小学校のＰＴＡが協議し、平成２９年５月までに提出をいただくことにし

ました。そして、平成２９年４月２５日付けで学校づくり部会へ瑞沢小学校

ＰＴＡ本部会、土睦小学校ＰＴＡ本部会から睦沢小学校ＰＴＡ規約（案）を

合同で作成いたしましたとの報告があり部会で検討し、睦沢小学校ＰＴＡ規

約（案）を策定いたしました。ＰＴＡ事業については、両小学校のＰＴＡに

より検討し、睦沢小学校のＰＴＡ総会に提出することにしました。新しい学

校の役員により検討することになります。以上でございます。 

 若菜委員長 ありがとうございました。只今、部会長から報告がありました内容で質

問がある委員の方はお願いします。 

      特にないようですので、５番の案件に入ります。総務部会からの報告があ

りましたが、睦沢小学校スクールバス運行ルート（案）について事務局より

説明をお願いします。 

 小髙副課長 （１）専門部会報告について説明させていただきます。睦沢小学校スク

ールバス運行ルート（案）につきましては、総務部会での会議を受けまして、

６月２０日（火）と６月２４日（土）にそれぞれ瑞沢小学校区の保護者、土

睦小学校区の保護者を対象に睦沢小学校スクールバス意見交換会を開催さ

せていただきました。瑞沢小学区は、２６名の参加がございました。また、

土睦小学校区は、１７名の参加がございました。意見交換会を開催するにあ

たり、これまでの経緯を保護者の皆様にお話をさせていただき、その後、ス

クールバスの乗車場所やルートについての注意事項といたしまして、両小学

校で協議をいただいた中で、８時に教室に着いていれば良いとのことで７時

５０分までに学校にバスが到着することを前提にルートを検討する。また、

朝７時より前の運行は好ましくないとの説明をし、皆様の意見をいただきま

した。意見でございますけれども、当初、総務部会で説明させていただいた

内容とは変更がございます。先ず、川島の久保地区については、本年度まで
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は、ここ２、３年は児童がいなかったことからスクールバスを運行してござ

いませんでした。来年度は、久保地区の方が入学しますので、基準の概ね３

ｋｍ以上ございますので運行対象とさせていただきます。妙楽時、大上、上

之郷を運行するスクールバスの経路でございますけれども、当初は、山田谷

を夷隅方面に向かって、鴫谷を抜けて睦沢小学校に到着するルートを予定し

ていましたが、山田谷から鴫谷に向かう際にホテルがございますので、子供

たちを通すのはとの意見がございましたので、県道を利用するルートを予定

させていただきました。それでは、それぞれの運行ルートについて説明をさ

せていただきます。先ず、黄色で表示してあります小湊バスの運行ルートで

すが、現在、利用しているバスでございまして、小湊バスに業務委託をして

おります。最初は、７時５分に久保地区を出発いたしまして、国道１２８号

線にでまして、うぐいす里区に向かいうぐいす里区コミュニティ・センター

を集合場所とし、７時１５分出発予定でございます。その後、寺崎地区の南

川橋を７時２１分、睦沢小学校到着７時２６分を予定させていただきました。

こちらの南川橋の乗車場所は、１、２年生を想定しています。寺崎区につい

ては、自転車道路を通学路として使用していまして、南川橋付近は不審者が

良くでるとのことと、河川の雑木等が伸びており防犯上において、非常に危

険であることから平成３０年度においても１、２年のみスクールバスに乗せ

る方向で考えております。また、睦沢小学校７時２６分に着きまして、その

後、長楽寺区の区民センターに向かわせていただきます。長楽寺区につきま

しても、睦沢小学校から３ｋｍ以上あるとのことで予定しています。こちら

を７時３９分に出発いたしまして睦沢小学校到着７時４５分を予定してい

ます。次に赤色の１号車ですが、今年度に購入いたしますスクールバスでご

ざいます。２９人乗りでございますが、運転席と助手席を除きますので、実

際には、２７人しか児童を乗せられません。出発は、寺台７時１０分を予定

し、寺台バス停から小学校よりに県道の旧道がございますので、こちらを集

合場所とさせていただきます。旧道であれば、交通量が少なく、児童が安全

であるとのことで、保護者の意見を聴いた上で集合場所を予定させていただ

きました。寺台を出発し、次に佐貫入口バス停に停車し、大上地区に入りま

して、大上構造改善センターを集合場所とさせて頂き、その後、当初は、県
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道に戻ることを予定していましたが、保護者の意見で房谷、飯沢方面の町道

を通り上之郷に抜けてもらいたいとのことから、飯沢橋付近を乗車場所とさ

せていただきました。上之郷地区につきましては、山田谷、東谷、鴫谷につ

きましては、３ｋｍ以上ございますので運行対象とさせて頂きます。日ノ子

坂手前で上之郷の山田谷、東谷の児童を乗せさせて頂きます。その後、県道

に戻り、鴫谷集落センター付近の旧道で鴫谷の児童を乗せ、睦沢小学校到着

７時３３分を予定しています。その後、上之郷リバーサイドタウンも３．２

ｋｍございますので、こちらの児童を迎えに行き睦沢小学校到着７時５０分

となります。次に緑色の２号車ですが、１号車同様に２９人乗りのバスとな

ります。佐貫の一番奥の大聖院の下から７時５分に出発し、中里橋、御霊神

社、佐貫区民センター、龍雲寺を予定しています。佐貫区につきましては、

乗車場所が大上区、妙楽寺区より多いと思われますが距離的には、概ね２ｋ

ｍ間隔に１箇所設置してございます。佐貫縦貫線については、ゴルフ場利用

者が速度を上げて走行しているとの保護者の心配もございましたので、千葉

県警察に取締りのお願いをしてございます。その後、森地区交差点を予定し

ています。交差点までは、２．６ｋｍしかございませんが、広域農道を茂原

方面に向かい自宅まで帰る児童は３ｋｍ以上ございますので、対象とさせて

頂きました。睦沢小学校到着７時２６分を予定しております。その後、児童

を降ろしまして睦沢中央団地に向かいます。睦沢中央団地も３ｋｍ以上ござ

いまして、旧瑞沢小学校区の児童を乗せます。睦沢小学校到着７時４５分を

予定しています。赤色の寺台を出発する時刻が７時１０分で他より遅いのは、

集合場所まで距離のある児童がいることからでございます。学校到着７時４

５分から７時５０分となります。また、登校時に乗せた児童については、下

校時にも乗せることを予定しています。土睦小学校区では、１年から４年生

までが対象でございましたけれども、来年度からは、１年から６年生までを

対象とさせて頂きます。帰りの下校につきましては、児童の申請により運行

ルートが変更となりますが、低学年が終了となる３時、高学年が終了となる

４時、部活終了後の３回を予定したいと考えています。本日、承認が頂けま

したら教育委員会議に提出し、９月頃に保護者の皆様に運行ルートを公表い

たします。以上でございます。 
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 若菜委員長 睦沢小学校スクールバス運行ルート（案）について説明が終りましたの

で、皆様の意見をお伺いいたします。質問のある方はお願いします。 

 久保田委員 １点目が、寺台より奥に児童がいないのですか。それから、２点目が、

佐貫入口は、圏央道ができ長南インターからゴルフ場に向かうルートでして、

最近、事故があり非常に危ない場所でございます。最後、３点目が、大上構

造センターを予定していますが、大上団地の方は了解したのですか。 

 小髙副課長 先ず、１点目の寺台より奥の児童ですが、川音や駒返の児童は、現在、

通っている児童も来年度もいない見込みでございます。今後、駒返の児童が

入学することとなれば、７時５分に駒返を出発したいと考えています。次の

２点目の佐貫入口ですが、交通量が多い場所でございますが、佐貫入口が登

校班の集合場所でしたので予定をさせて頂きました。意見交換会に佐貫入口

を利用する保護者の参加がございませんでしたので、佐貫入口にさせて頂き

ました。今後、９月に公表させていただき、意見等がございましたら乗車場

所を変更することも検討させて頂きます。次に３点目の大上構造改善センタ

ーを利用する大上団地の方は、３世帯位ございますが参加された児童の保護

者の意見では、瑞沢小学校と大上構造改善センターまでの距離がさほど変わ

らないとのことで、大上構造改善センターで了承しています。以上でござい

ます。 

 若菜委員長 他にも意見ございますか。それでは、（１）睦沢小学校スクールバス運

行ルート（案）に賛成の方は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

 若菜委員長 挙手全員です。ありがとうございました。次に（２）報告書（第３回）

について事務局より説明をお願いします。 

 小髙副課長 睦沢町立小学校再編準備協議会の報告について（第３回）を朗読。 

 若菜委員長 報告書（第３回）について説明が終りましたので、皆様の意見をお伺い

いたします。質問のある方はお願いします。 

 久保田委員 睦沢町スクールバス運行規程についてですが、こども園の送迎バスと同

じような感じですか。欠席をする場合はどのようにするのですか。また、感

染症が流行した場合は、どのように対応するのですか。 

 小髙副課長 こども園については、送迎バス規程を定めていませんが、内規で決まり
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を設けています。今回の制定するスクールバスの規程は、町の例規集に登載

させていただきます。次の欠席についてですが、集合時間に来ない児童につ

いては、待たずに出発させていただきます。今でも時間までに来ない場合は、

出発をしています。次の感染症についてですが、インフルエンザ等の感染症

が発生しましても運行いたしますが、校長の判断で運行を中止する場合も想

定されます。以上でございます。 

 若菜委員長  校長先生、いかがでしょうか。 

 矢部委員  スクールバスにつきましては、現在、うぐいす里区の児童が７時１５分

に学校に着いています。それが、平成３０年度は、７時２６分に着くことに

なりますので、時間的には良いと思います。 

 若菜委員長  他にございますか。それでは、この内容で教育長に提出をさせていた

だきます。よろしいですか。 

 委  員 はい。 

 若菜委員長 ご了解いただきましたので、先に進めさせていただきます。（３）その

他でなにかございますか。ないようですので、案件はすべて終了いたしまし

た。ご協力ありがとうございました。 

 白井課長 ありがとうございました。次第６番のその他でございますが、皆様の方か

らなにかございますか。 

      それでは、私の方から閉校の実行委員会について、両小学校長より御報告

をいただきたいと思います。土睦小学校からお願いします。 

 矢部委員 土睦小学校閉校の関係でございますが、今年度のＰＴＡ会長の宮﨑さんを

実行委員長として、昨年度のＰＴＡ会長、一昨年のＰＴＡ会長を中心に組織

されております。３月１９日（土）に各地区からの推薦をいただいた方を理

事として、式典行事部会と記念誌部会の２部会を設けさせていただきました。

第２回の役員会を７月８日（土）に開催いたします。その中で、具体的な記

念式典・記念事業、記念誌を検討いただきます。また、次回の再編準備協議

会で御報告できればと考えています。以上です。 

 白井課長 ありがとうございました。瑞沢小学校お願いします。 

 阿部倉委員 瑞沢小学校閉校の関係ですが、記念誌部会、行事・記念品部会、式典部

会の３部会を設けてさせていただきました。先日、第３回の実行委員会を開
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催いただきまして、各部会が会議を開催して進捗状況について報告がござい

ました。記念誌については、６００部を作成いたします。行事・記念品につ

きましては、Ｔシャツを作成し運動会で着用いたします。式典については、

１部としてセレモニー、２部として除幕式・お別れ式を行う予定でございま

す。１部は、式典部会が担当、２部は、行事・記念品部会が担当いたします。

以上でございます。 

 白井課長  ありがとうございました。報告について、なにか質問ございますか。 

（なし） 

      次に、次回の協議会の日程でございますが、９月下旬から１０月上旬頃を

予定したいと考えています。具体的に日程が決まりましたら通知をさせてい

ただきますので、よろしくお願いします。 

以上をもちまして、第５回睦沢町立小学校再編準備協議会を閉会とさせて

いただきます。 

 

【 ２０時０２分 閉会 】 


