
龍ケ崎市立長戸小学校及び城ノ内小学校統合準備委員会会議録（要旨）
　

記録者 副主幹　林　信好

供
　
覧
　

教育長 教育部長 課長 課長補佐 主査・係長 係員

件　　名 第４回龍ケ崎市立長戸小学校及び城ノ内小学校統合準備委員会

日　　時 平成26年 6月 9日（月） 午後7時30分～午後8時30分

場　　所 城ノ内小学校　視聴覚室

出 席 者

委員（20名）
＜長戸小学校区＞
　横田修一，北澤直美，関口賢治，永井裕美（長戸小学校児童の保護者）
　関野嚴（長戸小学校区の住民代表）
　岡﨑和男，湯原明，川瀬敦史，有坂悦男，篠原千裕（長戸小学校の教職員）
＜城ノ内小学校区＞
　青山真悟，尾野里美，坂下庸介，沼尻里実，大山香奈美（城ノ内小学校児童
の保護者）
　若松豊（城ノ内小学校区の住民代表）
　杉田美代子，辻井浩一，殿内康之，淺野真由美（城ノ内小学校の教職員）
市教育委員会（10名）
　藤後教育長，荒井教育部長，黒田教育委員会事務局政策監，足立教育総務課
長，黒澤指導課長，中村教育総務課長補佐，五十嵐教育総務課長補佐，海老 
原係長，岡野係長，記録者

欠 席 者

委員（4名）
　坂本芳子（長戸小学校児童の保護者）
　武藤義教（城ノ内小学校の教職員）
市教育委員会（1名）
　淺野指導課長補佐

傍 聴 者 　1名

内　　容 　会議次第に基づき，第４回龍ケ崎市立長戸小学校及び城ノ内小学校統合準備
委員会を開催した。
　詳細については，次のとおり。
＜次　　第＞
１　開会
２　教育長あいさつ
３　委員長あいさつ
４　議　事
 (1)　各検討グループからの経過報告等
 (2)　質疑応答
５　その他
６　閉会
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発言の内容（文中敬称略）

事務局

事務局

事務局

教育長

事務局

委員長

事務局

委員長

事務局

委員長

事務局

　本日は大変お忙しい中，ご出席いただきましてありがとうございます。

　本日の統合準備委員会を開催するにあたり，会議を傍聴したい旨，1名の方

より申し出がありましたので，傍聴を許可してよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

　それでは，傍聴される方の入場をお願い致します。

（傍聴者入場）

　本日ご出席頂いております委員が過半数を超えておりますので，龍ケ崎市立

長戸小学校及び城ノ内小学校統合準備委員会，設置要綱の第 6条第 2項の規定

によりまして会議が成立しておりますので，ただいまから，第４回目の龍ケ崎

市立長戸小学校及び城ノ内小学校統合準備委員会を開会いたします。

　開会にあたりまして，藤後教育長がご挨拶申し上げます。

（教育長あいさつ）

　それでは続きまして，委員長からごあいさつを頂きたいと思います。委員長，

よろしくお願いいたします。

（委員長あいさつ）

　ありがとうございました。それでは早速議事に入らせていただきたいと思い

ますが，皆様におかれましても，お忙しい中をお集まりいただいておりますこ

とから１時間３０分を頂戴しまして，当会議の終了時刻につきましては９時を

目安に進めて参りたいと思いますので，委員の皆様のご理解とご協力をお願い

申し上げます。当統合準備委員会の設置要項第６条第１項の規定によりまして，

委員長が議長となることになっておりますことから，委員長に議長となってい

ただきます。それでは，議事進行につきましては，よろしくお願いいたします。

　ただ今，司会から説明がありましたとおり，暫しの間，議長を務めさせてい

ただきますので，ご協力のほど，よろしくお願いします。

　先ず，議事の（１）「各検討グループからの経過報告等」になります。先ず，

「PTA等検討グループ」については私から説明します。

（PTA 等検討グループからの経過報告等）

（PTA 等検討グループからの経過報告等補足）

　ただいま，ご説明申し上げました内容で何かご意見等ございますでしょうか。

　特に無いようですので，次に移らせていただきます。２番といたしまして「通

学体制等検討グループ」について私から説明します。

（通学体制等検討グループからの経過報告等）

　以上が大まかですが，通学体制等検討グループで協議した内容になります。

　それでは，現地確認の結果について事務局から説明をお願い致します。

（現地確認の結果報告等）
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委員長

A委員

教育総務課長

B委員

委員長

C委員

委員長

　ありがとうございます。今，事務局からこの前の現地確認を踏まえて説明を

していただきましたが，この点について，本日は，ある程度方向性を決めて行

く時期になってきていると思うのですが，ご意見等あればお願いいたします。

　セブンイレブンの裏の道は，私も良く使うのですが，中学生も自転車で良く

通っています。この道を時間帯で車が入れないようにはできないでしょうか。そ

の方が安全だと思います。時間で止めるとなると，色々と手続きも必要なので

しょうが，将来的にその方が良いんじゃないかと個人的に思います。中学生が

自転車で通るのに，工業団地に勤めてる方々がスピードを出してきます。何度

か危ない目にあっているのを見ていますので，これを機会に規制を考えていた

だけたらと思うのですが。

　一部時間帯によって通行の規制をしているところがあると思いますが，それ

は田んぼの中や畑といった交通量が比較的少ない場所です。この道路を利用す

るほとんどの方が生活道路として使っています。半田のセブンイレブンから城

ノ内だけではなく，半田のところから根本の方面も同じように交通規制となる

と，現実的には無理だと思います。また，規制となると，市役所ではなく，警

察になってきます。

　前に，長峰地区の住民の方も，子どももそうですが，住んでいる方そのもの

が旧道が危険だからということで，一時的交通規制をできないか検討されてい

たようですが，ハードルが高く，実際は相当難しいと聞いたことがあります。

　Ｃ委員，この前，実際にスクールバスと同じ大きさのバスに乗っていただい

て，バスの停車ポイントで降りましたが，降りてみてどのような印象を持ちま

したか。

　一番心配なのは，セブンイレブンの所です。旧農協前と資材置き場について

は，実際のスクールバスの大きさに近いバスを停車させても，対向車や後続車

が十分通れていました。セブンイレブンについては通学する時間帯にどれだけ

の車が後ろの駐車場に出入りするのか，その時間帯に行っていないので分かり

ませんが，出入りが多いことや，あらゆる方向から車が来ることを考えると怖

いかもしれません。

　毎日の立哨のことを考えると，私の地区でスクールバスを利用するのが３軒

しかないのですが，他の地区から立哨の応援に来ていただくというのは，自分

達の子どもが乗り降りする場所に立哨するので，無理だと思います。ですので，

バスに乗る家の方々で交通安全を見守ることになると思います。３軒の家で一

番良い場所を決めないとなりませんが，こちらだけでは話をまとめるのは難し

いです。

　実際，私も一緒に現地確認に参加したのですが，Ａ委員がおっしゃっている

とおり，セブンイレブンの裏の道はスピードを出してくる車が多いと聞いてい

ますので，そこを通るのは現実的に難しいと思います。

　また，セブンイレブンの裏の駐車場については，仮にスクールバスを停める

ことができるのであれば，危険な箇所を渡ってくる必要がないので，朝の立哨

を３軒だけで行って危険な箇所を渡らせるよりは良いが，実際は，セブンイレ

ブンの裏の駐車場にどれだけの車が停まっているかは不明です。
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B委員

事務局

委員長

D委員

B委員

D委員

B委員

C委員

B委員

A委員

委員長

事務局

　７時５０分から８時までの間が旧道（セブンイレブン裏の道路）の交通のピ

ークです。スクールバスが行こうとしている方向と逆方向の車が繋がっている

ぐらいの交通量です。潮来街道に戻る道に関しては，自家用車ですと少し待て

ば出れるぐらいです。

　セブンイレブンの裏の駐車場に関しては，あまり一杯停まっている感じはし

ないです。

　後は，旧農協前と資材置き場の停留所と，セブンイレブン裏の駐車場のどれ

が最適かを，実際に使う方のご意見を伺っても良いのではないでしょうか。

　今，Ｂ委員からお話がございましたように，半田の交差点付近の停留所をご

利用される保護者様には，個別にお伺いして，より安全で利用しやすい場所を

選定していく予定でございます。

　半田のセブンイレブン裏については，また検討していくということにしまし

ょう。

　また，旧農協前と資材置き場の停留所は，二つともあった方が良いのでしょ

うか。距離的にはあまり遠くないような場所になりますが。

　距離にしてどれくらい離れていますでしょうか。１００ｍから２００ｍくら

いでしょうか。

　２００ｍぐらいかと思います。

　その距離で必要になるかどうかですね。

　問題は，坂の下のカーブのところが，道が狭くなっており，尚且つ，歩道が

ないので，従来も通学路になっていない危険な箇所であることです。木や草が

伸びてくると，雨の日に傘を差しながら歩くと，車道にかなり出ることになり

ます。なので，そこを通らなくて済むように，坂の上（旧農協前）と下（資材

置き場）の両方に停留所があると良いと思い，２か所を設定しました。

　

　資材置き場と旧農協前までの距離は短い距離なのですが，資材置き場方面か

ら旧農協前に行く間に，Ｂ委員がおっしゃっているように，狭いカーブになっ

ています。歩道がないので，保護者が一緒に付いて行っても，余計に道路には

み出てしまいます。

　あのカーブの道は大人が通っても怖いです。

　２か所停まることに問題ありますか。時間的な問題とかで。問題ないのであれ

ば，安全第一で２か所に停まって欲しいなというのが保護者として希望であり

ます。

　２か所とも停まるというルートのはどうですか，事務局。

　協議していただいて，皆様にご納得していただければ。スクールバスのスタ

ートと学校の始業時間等ございますので，始業時間に間に合わなくなってしま

うのであれば問題ですが，シミュレーションの中では２か所共に停まっても間

に合う設定ではあります。
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B委員

事務局

C委員

委員長

E委員

F委員

委員長

C委員

委員長

G委員

E委員

委員長

　また，私有地ということでもありますので，利用させていただく許可がいた

だけることが大前提とはなります。

　打診はされていますか。

　資材置き場，セブンイレブンの裏駐車場においては，現状打診してはおりま

せん。旧農協前については農協に打診済みです。

　資材置き場については私が打診しております。なので，先日現地調査の際に

緑色の冷蔵庫が置いてあり，それを撤去してもらえればということはお話して

あります。

　２か所とも基本は停まるところにするということで，あとはその所有者の方

の了承を得られればということで話を進めていくことにしましょう。

　続きまして，下校ルートの出発点である城ノ内小学校第２駐車場について，

実際に乗られたＤ委員とＥ委員，印象としてはどうでしたでしょうか。

　

　城ノ内小学校第２駐車場，小学校の裏側に入るのは，スクールバスがバック

から入って行くのは賛成です。ただ，一度頭から入り校舎の裏を通り，校舎と

体育館の間まで行って切替してきたのは，子ども達がたくさん居るところにス

クールバスが突っ込むという恐怖を覚えましたので，頭から入って行くのは絶

対に止めて欲しいです。

　スクールバスの大きさ的にバックで入ることは，大変なことになるのかと思

っていましたが意外とすんなり入っていただいたので，ほんの少しの間だけ，

他の車が入らないように先生方に止めていただいたらそれで終わりかなと感じ

ました。大変そうに感じませんでした。

　Ｃ委員，実際に乗っていただいてどのように感じましたか。

　第２駐車場があること自体，分かっていませんでしたので，これだけのスペ

ースがあるんだと思いました。また，スクールバスが奥まで進むのは不安を感

じますが，バックで入れば，奥まで入らないで済みますので安心だと感じまし

た。

　他に，お迎えにくる車がどれだけ居るのかは気になります。

　Ｇ委員，いくつか調整しないとならない部分があるかと思いますが，集団下

校するにあたって，スクールバスで帰る長戸のお子さん達はこちらに集合とい

った時間的な調整はこれからの話なのですが，調整可能ですか。

　その調整は可能です。スクールバスを利用して帰るのが全員で 30名程であり，

バスには予め早めに到着しておいていただいて，バスを停車しておいてもらえ

ればと思います。給食の搬出の方とも重ならないで横付けできるはずです。

　

　雨の日はお迎えは増えますよね。月曜日は一斉下校ですし。

　保護者の方は，基本は車でのお迎えにはなっていないはずですが，状況によ

ってはやむを得ないこともあるかと思います。
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G委員

事務局

委員長

H委員

事務局

B委員

I委員

　今回は，一番にお子さんの安全を考えて，下校時，どこをスクールバスの出

発点にするかを複数の候補から考えました。その結果，学校の敷地内である第

２駐車場が一番近く，安全であるという意見が多かったので，実際にスクール

バスに近い大きさのバスで実演すると，幅としては問題がないことが分かりま

した。他にも色々調整は必要だとは思いますが，学校の敷地内に停車できるこ

とが一番のメリットであるので，今のところは，下校時の出発点は城ノ内小学

校第２駐車場で行きたいと思いますが，よろしいですね。

　それでは，いくつか検討事項がある中で，まだ決定していないことがありま

すが，おさらいをします。

セブンイレブンの裏の駐車場については，今後利用するお子さんの保護者の方

と個別に話をしていく。

資材置き場と旧農協については，距離的には近いのですが，徒歩の際，危険な

箇所があるので，２か所共に停車する。時間についてはお子さん達が学校に遅

れないよう調整する。

下校時については，児童の乗車場所は，城ノ内小学校の第２駐車場を利用する。

　続きまして，「学校運営等検討グループ」について，Ｇ委員からご説明をお願

いいたします。

　

　来年度の２校のスムーズな統合に向けて，今年度，交流事業を教務主任を中

心に計画を立てている最中です。早速６月２０日から１回目がスタートするわ

けですが，各学期に１度ずつ，全部で３回を予定しております。場所は城ノ内

小学校の体育館です。１回目は長戸小学校，城ノ内小学校共に全児童が参加し

ます。２回目，３回目は長戸小学校は全児童参加，城ノ内小は半分ずつ参加す

る予定で考えています。内容については，集会的のようなものとか，お互いに

紹介するようなものを考えています。

　また，１回目の交流事業は６月２０日の５校時目を考えております。交流事

業の流れとしましては，学校に到着してから，学校の紹介，交流のゲーム，感

想発表，その後，長戸小学校のお子さん達には城ノ内小学校の校内探検を考え

ております。統合の委員さん含め，保護者の方々は交流事業の参観を自由にし

ていただいて構いませんので，子ども達の様子をご覧になりたい方は是非参観

ください。

　長戸の子ども達が，城ノ内小学校に行く際のバスも今年度の予算の中で運用

可能ですので，交流事業の際にはご利用ください。

　他に全体を通しまして，何か質問等ございますでしょうか。

　スクールバスに添乗員を付ける予定はありますか。

　現状として添乗員を付ける予定はございません。

　一般的にスクールバスに添乗員が乗っているというケースはありませんよね。

　運動会の時のバスを出す，出さないをはっきりと決めておくと良いのではな

いでしょうか。運動会のような休日に学校行事があり，振替休日が平日にある

こともあります。その際に，休日にバスがちゃんと出て，振替休日にちゃんと

バスが休みになるようにはっきりとしておいて欲しいです。
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事務局

F委員

事務局

B委員

委員長

事務局

教育部長

　色々ご心配をいただきまして，ありがとうございます。運動会というような

話でいただいておりますが，内部でも色々と話し合いをしている中で，運動会

ばかりではなく，陸上記録会などの学校行事にどのように対応していこうかと

いう意見は出ています。何らかの対応をしなければならないと意見はまとまっ

てはいます。私達としましては，通常の学校の登下校の往復については，細か

い部分ではもちろん調整は必要ですが，統合準備委員会の中でご意見を集約さ

せていただければと思っております。

　新一年生は４月の時期は短縮授業で，帰りの時間が他の学年とズレているこ

ともありますので，１日に３往復，スクールバスを走らせていただく必要があ

ります。また，一番心配しているのは，台風の時や，大雪の時など，直前に登

下校の時間が変わる天候によるものの場合はどうなのでしょうか。

　その点につきましても内部で話を既にしておりました。どのような形で連絡

をするか等，想定しているところでございます。

　龍ケ崎市としましても，初めてのケースですから。正直やってみないと分か

らない部分も多数ありますし，その場で色々とやっていかなければならない部

分もあります。

　たくさんのご意見をいただきまして，ありがとうございました。また，議事

進行にご協力いただきましてありがとうございました。これを持ちまして，議

長の任を解かせていただきます。

　委員長ありがとうございました。議事につきましては，以上をもって終了と

させていただきます。

　では，次回の全体会についてはそれぞれのグループの進捗状況を踏まえまし

て，お声をかけさせていただきますので，その際にはよろしくお願いいたしま

す。

　それでは，最後に教育部長よりお話しをいただきまして，閉会とさせていた

だきます。教育部長，よろしくお願いします。

　本日も，熱心なご協議をいただきまして，ありがとうございます。学校運営

に関するご協議，通学体制に対するご協議，そしてＰＴＡ等のご協議と色々と

ご意見をいただいている中でもありますが，着実に前に進んでいるのかなと思

っております。また，細部に関しましては検討の余地があるところでございま

すが，引き続きみなさんと一緒に見直していただいて，合意形成を図りながら，

また一歩ずつ進めていければと思っております。どうぞ，今後ともよろしくお

願いいたします。それでは，本日の会議終了とさせていただきます。本日はあり

がとうございました。

　　平成　　年　　月　　日

　　　署名人　　　　　　　　　　　　　　　　　
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