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４校統合協議会 第９回会議録（要旨） 

日 時：令和４年１０月１３日（木） １９：００～２０：２０ 

場 所：まいピア高田 多目的ホール 

出席者：委員３１名（欠席５名） 事務局１０名 傍聴者０名 

 

１ 次第 

（１） 開会 

（２） 会長あいさつ 

（３） 報告事項  

（１） ４校統合協議会の周知状況等について 

高田小学校建設工事の進捗状況について 

（２） 各専門部会報告 

（４）協議事項 

議事 ○協議第２４号 閉校式・開校式について 

（５） その他 

（６） 次回協議会の開催日程について 

（７） 閉会 

 

２ 会議内容 

１ 開 会 

教育総務課長 本日はご多忙の折ご出席いただきありがとうございます。それでは、「開会のこと

ば」を、鳥巣副会長、お願いします。 

副会長 【開会のことば】 

２ 会長あいさつ 

教育総務課長  続きまして、会長あいさつをお願いします。 

会長 【会長あいさつ】 

教育総務課長  それでは、ここからの議事については、会長より進行いただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

会長 お手元に配布しておりますレジュメに沿って進めてまいります。 

３ 報告事項 

（１）４校統合協議会の周知状況、高田小学校建設工事の進捗状況について 

事務局 【事務局説明】 

会長 ただいま事務局の方からご報告がございましたが、どなたか質問のある方いらっ

しゃいませんか。 

ないようですので、各専門部会からの報告を行っていただきたいと思います。総

務部会と通学安全部会は既に協議が終了しておりますので、本日は組織部会と

学校運営部会の方から報告をお願いします。 

（２）各専門部会報告 
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会長 まず、組織部会よりお願いします。 

組織部会副部会長 【組織部会の報告】 

会長 次に、学校運営部会よりお願いします。 

学校運営部会

長 

【学校運営部会の報告】 

会長 ありがとうございました。２部会より報告をいただきましたが、皆さんからご質問、

ご意見等がありましたらお願いします。 

ないようですので次に進めさせていただきます。 

５ 協議事項 

議事 

○協議第２４号 閉校式・開校式について 

会長 「協議第２４号 閉校式・開校式について」、事務局より説明をお願いします。 

事務局 【事務局より説明】 

会長 ただいまの説明について何かご質問のある方はいらっしゃいませんか。 

委員  来賓の方は、必ずこの方達だけでなければいけないでしょうか。あるいは学校で

多少の融通をきかせてもいいのでしょうか。やはり地域には色々な功労者がいらっ

しゃいますので、そういう方も 1人か 2人は入れた方がいいという意見も出てくると

思います。その辺りは各学校で判断していいのでしょうか。 

会長  事務局から答弁をお願いします。 

事務局  コロナの状況等も関わってくるかと思いますが、閉校式典が終了しましたら、第二

部、第三部という形で引き続き実行委員会主催の事業を開催される予定です。例

えば同じ方が、閉校式のご案内と実行委員会からのご案内を複数受け取るより

も、まとめてご案内した方がいいだろうということで、各学校へ出席者のリストをお渡

ししてご確認いただいているところです。市としては、提示しております各役職の来

賓の方にご出席いただきたいと申し上げておりますし、どこの学校も体育館の規模

は大きくないことから、コロナの状況で極力減らす方向で考えております。ただ、や

はり地域として式典からぜひ出席いただきたい方がおられれば、その名簿に追記し

てくださいというお話を差し上げているところです。 

会長  よろしいでしょうか。 

 では、他に質問のある方はいらっしゃいませんか。 

委員  開校式の場所が高田小学校体育館となっていますが、これは今の二川小学校

の体育館のことですか。全児童とその他の来賓で 500名では済まないと思います

が、全員あの体育館に入れるのでしょうか。 

会長  事務局から答弁をお願いします。 

事務局  まず、高田小学校体育館とは現在の二川小の体育館のことです。確かに全児童

が出席者ということで記載しております。まだ細部を詰めていく必要はありますが、

現在、学校側と少しだけ打ち合わせをしており、もちろん全員が体育館には入りま

せんので、代表者として、例えば6年生なのか各学年からの代表者になるのか、そ
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ういった部分については別途協議が必要ですが、代表者のみ体育館に整列してい

ただき、他の学年や他の児童については、各教室でモニター越しに参加してもらう

形を検討しております。代表者以外のお子さん方については、当日お休みにすると

いう方法もあるかもしれませんが、せっかくの開校式ですし、各教室でモニター越し

にでも、一斉に起立、礼をしたり、校歌を歌ったりしながら開催できればと考えてお

ります。 

会長  よろしいでしょうか。 

 では、他に質問のある方はいらっしゃいませんか。 

委員  校歌を歌わせるということですが、いつ練習するのでしょうか。それとも、CDで流

すとかそういったことでしょうか。 

会長  校長先生、答弁をお願いします。 

委員  学校の方にはもう CD と楽譜が一緒に届いておりますので、これから練習すること

になると思います。早いところで年内から、そして年明けには校歌の練習をたくさん

行って、頑張っていこうと思っています。 

会長  よろしいでしょうか。 

 では、他に質問のある方はいらっしゃいませんか。 

委員  先程、開校事業なのでなるべく子供たちを出席させて体育館で実施したいという

事でしたが、その体育館に入る人数、キャパは何人ぐらいを想定されていますか。 

会長  児童数ということですか。 

委員  体育館に入れるのは代表者という事で、残りの子供たちは教室で参加するという

お話だったと思います。体育館に入る来賓者と子ども達の代表者とは具体的にど

れくらいを想定されているのでしょうか。総数はどれくらいを考えて、その代表者とい

うようなこと言われているのかと思いご質問しております。 

会長  事務局から答弁をお願いします。 

事務局 体育館の正確な収容人数というものはないと思いますが、二川小学校の入学式

においては、4、50名の新入生にその保護者を入れられて、それだけでいっぱいに

なると聞いております。入学児童に加えて、倍の人数の保護者そ、れから先生方

で 120から 130人程度は入ると思っております。あとは、レイアウトの具合も含め

て、学校と協議をさせていただきたいと思います。 

委員  ということは、今はもうある程度落ち着いておりますが、コロナ感染状況がひどくな

れば来賓者も減ってくることが当然考えられますし、全体数を軽減する、あるいは

来賓者のリモート参加など、色々な方法を考えておられるということですね。 

事務局  状況によっては、式典自体の短縮も含めて対策を講じる必要があると考えており

ます。 

委員  ありがとうございます。 

会長  それでは他にご質問のある方はいらっしゃいませんか。 

ないようですので、採決に移りたいと思います。「協議第２４号 閉校式・開校式

について」賛成される方は拍手をお願いします。 

委員 【 拍 手 】 
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会長 ありがとうございました。賛成多数と認めます。「協議第２４号 閉校式・開校式

について」は承認されました。それでは次へ進みます。 

５ その他 

会長 続きまして、「５ その他」でございます。事務局から、高田小学校体育館の建設

スケジュールについて説明をお願いします。 

事務局 【事務局説明】 

会長 ありがとうございました。この協議会としては、体育館建設については小学校開

校後 2年を目途にということでお願いしておりましたが、令和 7年度の 2学期という

ことになると、約 1年ばかり遅れるということのようです。それでは、今の説明につい

てご質問をお受けいたします。 

委員 体育館のスケジュールができて一安心と思いますが、どういう体育館になるのか

は今後どうやって検討されていくのでしょうか。４校統合協議会は、今年度解散し

ます。その後は教育委員会にお任せということで、こちらへの周知はなくなるのでし

ょうか。予定は分かりますが、再度このメンバーに集まってもらって、こういう体育館

を作りますとかいった方向で考えられているのでしょうか。それは設計が始まらない

と分からない事でしょうから、その辺りはどうお考えでしょうか。 

教育総務課長 細々した部分については当然設計の中で決定していくと思いますが、どこに建て

るのかとか、どういった機能を持たせるのかとかそういった大きな概略の部分につ

いては、今年度内に検討して設計に入りたいと考えております。皆さん方に色々な

素案をお示ししながら、ご意見を伺って、皆さんの任期内に進めていきたいと思っ

ております。 

委員 それは任期中にできると思いますが、実際、校舎も建て始めてやっと私たちにも

分かるような感じではないですか。体育館も建物がどういう感じになるというのは、

進捗状況も含めて、校区民への説明はどうされていくのでしょうか。 

会長  事務局から答弁をお願いします。 

教育総務課長  確かにどういった建物が建つのかという部分はあるかと思います。何らかの形で、

こういった建物が建ちますという事はお知らせするようにしていきたいと思います。 

委員 統合協議会が解散してしまいますので、情報の方はきちんと流していただくよう

にお願いします。 

会長 

 

この統合協議会の来年 3月の任期までには、スケジュール含めてどういう体育

館にするということは示していただけるということでよろしいですか。 

教育総務課長 はい。 

委員 確認させていただきたいのですが、体育館は新築なのか、あるいはリニューアル

なのでしょうか。補助金の事前申請というのは、新築で出されるわけですよね。 

教育総務課長 体育館につきましては新築となります。 

委員 もし、補助金がおりなかった場合にはどうなりますか。 

教育総務課長 当然、おりるように努めていきたいと思います。 

委員 新築がもちろん一番いいのでしょうが、正直なところ、経済的なことを考えると、

きちんと使えるものを作っていただければリニューアルでもいいと思います。新築し
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ても雨漏りしたりとか、ガタがきたりとか、後から色んな事が起きては台無しです。ど

うかしっかりした新築で申請していただければと思います。バックの応援の方もしっ

かりやっていただくようお願いしておきます。 

会長  他に質問のある方はいらっしゃいませんか。 

委員 どういう構図になるのか、例えばその体育館に何か機能を持たせるのか、それと

も純粋に体育館をつくるのか。地域の小学校は避難場所にもなります。高田小学

校の場合もそういった機能を持たせるには、いろんな設備が必要であると思いま

す。予算的なものもあるでしょうし、まいピア高田も近いものですから、普通の体育

館にするのか、どういったところまで求めるのか、統合協議会は3月で終わりますか

ら、それまでに教えていただきたいと思います。解散してしまえば、私たちには広報

で知るぐらいしか方法はないだろうと思います。せっかく皆さんで協議を進めてきて

おりますので、少しでもいいので意見を聞いてもらったり、機能面についても教えて

もらったりするとありがたいと思います。それからリニューアルでもいいのかかもしれ

ませんが、私は新しいのが好きですから新しい方がいいです 

教育総務課長 機能面についても 3月までにお示しし、色々ご意見をお聞きしたいと思います。 

委員 瀬高には立派な公民館が校区に一つずつあります。ところが、高田町には多分

ないと思います。今日、瀬高小学校に行きましたが、ちゃんとした公民館があって

会議室が整備されています。避難時や会議をする時にはそこを使えるのだと思い

ます。高田小学校にできるなら、そういった機能も有した設備を建設していただけ

れば、避難する時にも非常に便利がいいのではないかと思います。これは要望で

す。高田小学校もよろしくお願いします。 

教育総務課長 避難所にもできるような機能を持った施設も入れてもらいたいというご意見だと

思います。そういったご意見も含めて、検討させていただきたいと思います。 

会長 ありがとうございました。体育館について、新築で、色々な機能を備えて欲しいと

いうご意見だと思います。色々な機能が付いた体育館を建設するためには、かなり

予算がいると思います。予算編成でどうなるのか。当初、この体育館について論議

する中で、色々な機能を付けて欲しいと要望しましたが、そうなると予算がないた

め 5年も 6年もかかるという話でした。それではいけないということで、どれほど遅く

ても 2年以内に造ってくれと要望しました。しかし結局、2年以内にはできないとい

うことです。それなりの機能の付いた体育館にしていただけるのではないかと期待し

ております。 

それでは、他に質問ございませんでしょうか。 

ないようですので、私のほうから1点よろしいでしょうか。冒頭、私の方から皆さん

方にお尋ねしたいことがあると申し上げておりました。幼稚園や保育園のバスの中

で置き去りが起きて園児が亡くなったという事件が社会問題になっておりますが、

ごく最近では、小学校の送迎バスに小学生が取り残されたというニュースがありまし

た。小学生でしたので、バスの窓を開けて外に出られたようで大事にはなっており

ませんが、実際に小学校の送迎バスでもそういったことが起こっています。どういう

バスを買われるか分かりませんが、バスのメーカーによっては冷暖房が完備してお
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り、窓が開かないものもあります。そういうバスであったなら、乗務員が鍵を閉めて

帰ってしまえばどうにもできません。小学生が携帯電話を持っているかどうか分かり

ませんが、場合によっては連絡のしようがない事態になる可能性があります。通学

安全部会での協議は終了してしまいましたが、私は心配になりました。どうすればこ

ういう事案をなくせるのか、皆さん方にお聞きしたいと思います。3月いっぱいで統

合協議会委員としての任期は終わりますが、その後、もしこういう事案が起きれば、

それは私たちにも責任があると思います。私どもで決めたわけですから、任期は終

わったからでは済まないと思います。もちろん、乗務員がバスを各小学校に駐車す

る際にきちんと点検しなければいけないと思います。しかし慣れてくるとおろそかに

なって、そういう事案が起きてくる可能性があります。幼稚園では、バスの中に何か

設置して、誰もいないはずの所で人がウロウロしていたらセンサーで知らせるとか、

何か対策を取らなければいけないというように法律で決まりそうな感じですが、そう

いったものをスクールバスにも付けるのか、どうしたらいいかをご意見を伺って、事

務局へ申し上げたいと考えております。この会議の前に事務局と話して、バスに付

けるセンサー的なものが幾らぐらいするのかを調べてもらうようにお願いしておりま

す。ものすごく高かったりするのであれば考えなければいけないかもしれませんが、

値段次第ではそういった設備をつけるのも１つの方法ではないかと思います。ただ

今度の場合は、各小学校が車庫になっております。バス会社の方に最終的には戻

ってくるというのであれば、いろんな方法はあるかと思いますが、遠いところに駐車さ

せることになりますので、センサーか何かをつけたとして、それがバス会社の方に連

絡が行くのかどうか、そういう措置をするにはかなり高額な費用がかかってしまうの

ではないかとも思います。それから、私は開校区の見守り隊の会長をしております

が、開校区では見守り隊で小学校まで送り迎えをします。迎えにも行きますので、

乗務員と一緒に点検することは可能ですが、他の校区に尋ねてみたところ難しいと

いうことでした。何かいい方法はないかと思いご提案させていただきました。 

委員 会長の危惧はよくわかります。今のご意見を聞かれて、事務局の方はどういった

対策をとられるのでしょうか。桜舞館はバスで通学していると思います。その安全対

策はどうされているのでしょうか。保育園児とか小学生のバスの事故については当

然ご存知だと思いますので、そういった事への安全対策については考えておられる

と思います。事務局の意見をお聞きしたいと思います。 

会長  事務局の方で答弁していただいてよろしいですか。 

事務局 現在、桜舞館と瀬高小学校の方にバスを出しております。登校時につきまして

は、送迎し終わった後に忘れ物の確認も含めて、バス会社が社内の確認、点検を

行っております。そしてこのコロナ禍ですので、消毒もお願いしております。また学校

の方に確認させていただいたところ、学校には欠席黒板というものを設けられてお

り、お休みしますという連絡が入った場合は名前を書くことになっていて、それを各

担任が確認して教室に行かれるそうです。そういった際に、連絡がなくて休んでい

るような子がいれば、始業前にご家庭に連絡するなり、二重のチェックをされてい

ると聞いております。瀬高小の方では、下駄箱の確認もされるということも仰ってい
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たと思いますが、そういった対策をとられています。この辺りについては、もちろん高

田小学校でも同じような扱いになってくると思います。それから下校時には、桜舞

館でも瀬高でも、先生方で確認いただいてバスに乗せてもらっています。基本的に

は、送迎が終わったら乗務員が車内を確認して、降り忘れとか忘れ物がないかと

いう点検をするようにしております。ここまでは高田小学校も同じ仕組みになってい

くと思いますが、唯一違うのが、桜舞館も瀬高小も学校が車庫になりますので、最

終的に学校に戻ってきますが、今度の高田小学校では、開、江浦、岩田小学校に

バスを配備するという点でございまして、会長のご心配も大きいのだろうと思いま

す。少なくとも桜舞館と瀬高のような形であれば、取り残された児童がいたとして

も、バスの中にいる児童がクラクションを鳴らしたり、ドアや窓を叩いたりすれば気づ

いてもらえる可能性が高いですので、その部分が大きな差ではないかと思います。

やはり学校にある分、気持ち的な不安は少ないのかなと思います。今回会長から

話を伺う中で、どんな対策がとれるだろうかと考えておりましたが、まずは乗務員が

徹底して社内を確認するというのはもちろんです。ただ、それでも見落とされるので

事故が起きているのだと思います。100％防ぐ方法を検討するとなれば、やはり人

為的な部分だけではなく、センサーをつけるなどが必要になってくると思っていま

す。子供さん方にも、取り残された場合に窓を開ける方法とかクラクションをならす

方法とか、そういった教育も必要です。１年生と 6年生を比べますと、体の発達や

物の考え方も随分違いますし、夏場であれば下校時でも結構な車内温度になりま

すので、おそらく最悪のパターンとして、１年生のお子さんが取り残された場合を想

定されていると思います。そういった事態を 100％防ぐには、今の時点では詳しい

情報までは持ち合わせておりませんが、センサーのようなものが必要になってくると

考えております。 

委員 近づけるとかではなく、100％で当たり前です。ヒューマンエラーがあるから機械

を導入しませんか、ということでしょう。今回、小学校で事故があったということです

ので、そういったところも考えて、100％でお願いします。 

委員 バスは、不特定多数の人が乗る乗り合いバスではないわけでしょう。そしたら名

簿を作って、乗車もうある程度決まっていますから、乗った人をチェックして、降りる

時にもチェックすれば、何ということはないと思います。 

会長 テレビでは、学校でそういうマニュアルまで作ってあったかどうかは言われており

ませんでしたが、マニュアルは必ずあるはずです。そして、マニュアル通りに 100％

乗務員が守れれば、そういうことは起きないと思います。しかしやっぱり何らかの形

でミスをするので、そういう事が起きるわけです。 

委員 私が言った事は、基本中の基本です。乗り合いバスじゃないなら、名簿は分かっ

ているでしょう。学校でも毎日チェックをしていけば、きちんとわかります。例えば誰

かが乗ってマルをしているのに、降りたチェックがないとなれば気づくでしょう。私ど

もも団体旅行で帰って来た時には、忘れ物がないかどうか椅子の下までチェックし

ます。本当に基本中の基本です。どうしてそれをしていないのか不思議でたまりま

せん。必ず名簿だけは作ってください。 
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会長 今おっしゃっているのは、バスの乗務員がチェックするということではなくて、団体

客の添乗員、責任者がチェックしているわけでしょう。 

委員 団体も学校も一緒です。名簿を作って、誰と誰が乗ったかどうか確認できるじゃ

ないですか。 

会長 今度の高田小学校の場合は、例えば、下校時は開小学校にバスを置いておき

ますから、運転手がチェックしなければいけません。乗務員は責任者ではないわけ

です。それをチェックしてくださいと、毎日この人が乗っていますようという名簿を配

布することができるかどうか。先生方いかがですか。 

委員  瀬高小学校におりましたので、その現状を話してもいいですか。もちろん名簿はあ

ります。朝の名簿と帰りの名簿を号車ごとに作っていますし、座席まで指定して乗

せている状況です。ただ、確かにチェックをするのは、学校から帰す時は職員がチ

ェックして乗せ込みますが、あとはバス会社の運転手さんがチェックをしてくださっ

ている状況です。私の経験上は、運転手さんも子供たちの顔と名前も覚えてくれ

て、誰が乗っていないという事をしっかり意識してチェックしてくださるし、降りた後は

点検してもらって、水筒の忘れ物を届けていただく等、そういうことまでしてくださっ

ているので、瀬高の時はしっかりやってもらっていたと思います。ただ、今日のお話

は、それでも見落としてしまう状況があるというお話だと思います。一緒にバスに乗

車して、全員降りたかどうかチェックするようなバス担当の職員はおりませんので、

現状はそのような感じです。 

委員 よろしいでしょうか。アメリカでは、こういう事例は年間に何十件とあるそうです。ヒ

ューマンエラーというものは発生すると考えて当然だと思います。最終的にどういっ

た方法で歯止めをかけるかだと思います。防災訓練とかやりますが、同じように、子

供たちに緊急時の対策ということで、具体的にどうやれば脱出できるかを、1年に 1

回でも訓練をやったら十分だと思います。施錠されているわけだから開錠できるな

らそれが一番いいと思いますが、ガラス窓を開けて脱出するのは無理でしょうから

ね。その辺りのことを検討されて、あまりお金ばっかり使ってもしょうがありませんか

ら、できることを、定期的に教えて訓練までやったらそれでいいのではないかと思い

ます。 

委員 いろいろ心配なことがあって、それこそ完璧にやって当たり前で、何かあったら大

変なことになります。皆さんで考えていただいて非常にありがたいと思いますし、ご

意見を聞いているとそうだなとも思います。ただ、アナログ的な発想と言ってはいけ

ませんが、今これだけ ITが発達しておりますので、そういうものを活用できないもの

かと考えます。バスや電車に乗る時には IC カードを使用しますが、スマホでタッチ

するとかそういう方法もあります。子供たちが乗る時と降りる時がきちんとわかるよう

なシステムを整備して、それが保護者のスマホにメールで届くとか、今の時代であ

ればそういうことができる気がしますので、その辺りも含めて検討いただくといいので

はないかと思います。人的なミスを ITでカバーして、ITのミスを人でカバーするとい

う、相互カバーができるのではないでしょうか。乗り降りをしっかりやっているという事

が一番大事でしょう。そこから先、着いたか着いていないかは、また別次元の課題
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になってくると思います。まずは乗り降りがきちんと確認できるようなシステムを構築

していただくのが一番大事だと思います。 

会長 ありがとうございました。それでは皆さん方から色々なご意見を伺いましたので、

それを踏まえて事務局の方で検討していただき、次回の協議会で提案していただ

くということでよろしいですか。 

事務局 色々な IT機器も出ているかと思いますし、調べさせていただいてですね、次回ご

提案できるよう検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

会長 それでよろしいでしょうか。 

委員 【了承】 

会長  長時間にわたってご協議いただき、ありがとうございました。 

６ 次回協議会の開催日程について 

会長 それでは、次回の開催日程について事務局よりお願いします。 

事務局 次回は 12月 15日（木）19時から、まいピア高田多目的ホールで開催いたしま

す。 

会長 次回は 12月 15日（木）19時からこの場所でということです。皆さんよろしくお願

いします。 

７ 閉会 

教育総務課長 末吉会長、ありがとうございました。委員の皆様には長時間にわたりご審議いた

だきましてありがとうございました。最後に、「閉会のことば」を、目野副会長お願い

します。 

副会長 【閉会のあいさつ】 

 


