
第４回 志雄地区 通学・ＰＴＡ部会報告書

町教委への報告日：令和４年１月２７日

開催日時 令和４年１月２６日（水）午後７時００分 ～ 午後７時３０分

開催場所 生涯学習センターさくらドーム 21 ２階 セミナー室

委員出欠 樋川小学校校長 屶網 清美 （部会長） 出席

樋川小学校教頭 北 豊 出席

樋川小学校ＰＴＡ会長 岡田 舞 出席

樋川小学校ＰＴＡ母親代表 佐野 美和 出席

志雄小学校ＰＴＡ副会長 谷口 敦子 出席

南部保育所保護者会会長 木村 亮介 欠席

委員以外の出席者

会議要旨

（議題及び合意事項）

１ スクールバスの運行について
○区長説明会で出た意見と対応
・雷の際，軒下にいると危険なので，建物内で待機できるように
各集落に依頼する。

・寒さ対策として，バス停を新設する際に防風・雪対策を考慮す
る。

・バス停車スペースが確保できるように，除雪を依頼する。
・閉校記念行事に合わせて謝意を示す機会を設定する

○志雄小校区…現行通り
○樋川小校区
前回から２点変更点があった。
①運行バスの変更
・バス Aがマイクロからハイエースに変更になった。
→押水地区と志雄地区をまたぐ運行は時間調整が難しいので，
一方で運行する方が利便性がよい。

→荻谷の狭い道も運行しやすくなる。
②運行ルートの変更
・バス A2 巡目が 敷浪駅⇒荻谷会館 の順に運行する。
・バス C１巡目が 南部育苗センター前⇒荻島

2巡目が 柳瀬北⇒出浜⇒白虎山公園 の順に運行す
る。

→運行時間の短縮で，出発時刻を配慮することができる。

２ バス停について
南部育苗センター前バス停に防風設備を設置するため，令和 4 年
度に予算要求する。その効果を見て，柳瀬バス停の防風設備の設
置を検討する。

今後の課題

（次回の論点）

・バス停までの通学路の確認
・危険個所の洗い出し

そ の 他

（町教委への

伝達事項等）

・通学路の危険個所が分かるマップがあると分かりやすい。

報 告 者 樋川小学校 教頭 北 豊



第４回 志雄地区 通学・ＰＴＡ部会 次第

日時：令和４年１月２６日（水）

場所：宝達志水町生涯学習センター

１ 部会長あいさつ

２ 議 事

（１）スクールバスの運行について

（２）その他

３ 資 料

【資料１】スクールバス運行ルート（案）区長説明会で出た意見と対応（案）

【資料２】スクールバス運行計画（押水地区）【個人情報を削除して公開】

【資料３】バス停別の課題整理（バスＡ、Ｂ、Ｃ）

【資料４】バス運行時刻のめやす



令和４年１月２６日 第４回通学・ＰＴＡ部会

【資料１】 スクールバス運行ルート（案）区長説明会で出た意見と対応（案）

押水第一小学校：令和３年１２月２１日（火）

集落 意見 対応（案）

免田 ・免田駅は送迎の車で一杯になる。

免田集落センターの方が良いの

ではないか。

・免田集落センターへの変更を検

討する。

北川尻 ・植栽部分にバス停を作っても、３

２人も待機できない。

・地下道を待機場所とするのは危

険なため反対。

・バス停建設時の収容可能人数を

確認する。

・喜多家前をバス停にすることを

再度検討する。

全体 ・志雄地区にある中学生のバス停

は上下に隙間があり寒い。

・送迎車が待機するようになると

渋滞になる。

・バス停を新設する際に防風・雪対

策を考慮する。

全体 ・雷の際、軒先にいると危ない。 ・雷の際は、建物内で待機させても

らえるよう各集落に依頼する。

全体 ・冬期、バスが待機しているとすれ

違いが出来ない。しっかりと除

雪して欲しい。

・バスの停車スペースを確保でき

るよう除雪担当課に依頼する。

全体 ・通学時の見守り隊などのボラン

ティアの皆さんに対し謝意を示

す機会を設けて欲しい。

・閉校記念行事にあわせた実施を

検討する。

宝達小学校：令和３年１２月２２日（水）

集落 意見 対応（案）

上田出 （事務局から）

・ゴミステーションの土地にバス

停を建設できないか。

（区から）

・区有地の駐車場であり、この土地

の方が良い。道幅が狭いため、バ

スを乗り入れして欲しい。（区

長）

・バス停の新設を検討する。

河原 （事務局から）

・バス停建物が必要か、区で協議し

て欲しい。

・区の意見を基に検討する。



樋川小学校：令和３年１２月２０日（月）

集落 意見 対応（案）

柳瀬 ・出発時間を７時３０分程度まで

遅らせる。

・運行時間を短縮できる運行ルー

トを検討する。

出浜 ・柳瀬北から出浜の道路を通行す

れば早い。ただし、倒木が心配。

敷浪 ・南部育苗センター前のバス停は

海風をまともに受ける。前面に

防風フェンスを建ててはどう

か。

・南部育苗センター前バス停に防

風設備を設置するため、令和４

年度に予算要求する。

柳瀬 ・バス停について、冬場は寒いの

で、防風・雪対策をして欲しい。

・南部育苗センター前の効果を基

に検討する。



国土地理院の地理院地図

令和４年１月２６日第４回通学・PTA部会

【資料２】志雄地区バス運行ルート（案）

年中
年長
１年 
２年
３年
４年
５年
６年

1㎞

バスＣ

中型

１巡目

バスＣ

中型

２巡目

Ｃ②荻島

荻島（１１人）

Ａ⑤荻谷会館

荻谷（１人）

Ｃ⑤出浜

出浜（１２人）

敷波（　３人）

柳瀬（　２人）

荻谷（１０人）

徒歩、荻谷会館、

荻島バス停を選択

Ｃ①南部育苗センター前

敷浪（１９人）

敷波（　３人）

Ａ④敷浪駅

敷浪（３人）

敷波（２人）

志雄地区統合小学校

Ａ③、Ａ⑥

Ｂ⑤、Ｂ⑨

Ｃ③、Ｃ⑦

Ｃ⑥白虎山公園

柳瀬（１７人）

バスＡ

マイクロ ハイエース

１巡目

（既設路線）

バスＢ

中型

１巡目

（既設路線）

バスＢ

中型

２巡目

（既設路線）

Ｃ④（新設）柳瀬北

柳瀬（５人）

Ｂ⑥二口　　　（３人）

Ｂ⑦杉野屋 （１３人）

Ｂ⑧菅原　　（１６人）

Ａ①走入（１人）

Ａ②向瀬（３人）

Ｂ①所司原（２人）

Ｂ②下石　 （１人）

Ｂ③新宮　 （１人）

Ｂ④散田　 （４人）
冬期・夏期とも

交差点で折り返す。

令和７年度児童分布
（非表示）

バスＡ

マイクロ ハイエース

２巡目

【公開用】



バスA・Ｂ-1

令和４年１月２６日 第４回通学・ＰＴＡ部会

【資料３】 個別バス停の課題整理（バスA・マイクロ ハイエース）

バスＡ－① 走入 （走入 １人） 既設路線のため省略

バスＡ－② 向瀬 （向瀬 ３人）

バスＡ－③ 志雄地区統合小学校（降車 ▼４人）

バスA－④ 敷浪駅 （敷浪 ３人、敷波 ２人）

バスＡ－⑤ 荻谷会館 （荻谷１人）

航空写真（国土地理院） 現況写真

課題 意見 協議結果、進捗状況

・安全に待てるか、

屋根があるか

・駅の待合室がある ・問題ない

航空写真（国土地理院） 現況写真

課題 意見 協議結果、進捗状況

・安全に待てるか、

屋根があるか

・会館の風除室がある ・問題ない



バスA・Ｂ-2

バスＡ－⑥ 志雄地区統合小学校（降車▼６人）

【資料３】 個別バス停の課題整理（バスＢ・中型）

バスＢ－① 所司原 （所司原 ２人） 既設路線のため省略

バスＢ－② 下石 （下石 １人）

バスＢ－③ 新宮 （新宮 １人）

バスＢ－④ 散田 （散田 ４人）

バスＢ－⑤ 統合小学校（降車 ▼７人）

バスＢ－⑥ 二口 （二口 ３人） 既設路線のため省略

バスＢ－⑦ 杉野屋 （杉野屋１３人）

バスＢ－⑧ 菅原 （菅原 １６人）

バスＢ－⑨ 統合小学校（降車▼３２人）

・児童の多くが国道

沿いにいる

・荻市交差点付近近にバス停を

設置してはどうか

・おでん「しま」付近にバス停を

設置してはどうか。

・横断歩道を設置できないか。

・学校まで近いのでバス停の設

置は難しい

・荻島バス停に近く２箇所の設

置は難しい

・国道であり、近くに横断歩道

があるので、新設は難しい

・道幅が狭く冬期の

運行が不安

・荻島バス停に統合

できないか

（運転手から）

・特に冬期は、バスの方が安全

ではないか。

・バスA（マイクロ）からバス

Ｆ（ハイエース等）に車両を変

更



バスC-1

令和４年１月２６日 第４回通学・ＰＴＡ部会

【資料３】 個別バス停の課題整理（バスC・中型）

バスＣ－① 南部育苗センター前 （敷浪 １９人、敷波 ３人）

バスC－② 荻島 （荻島 １１人）

航空写真（国土地理院） 現況写真

課題 意見 協議結果、進捗状況

・安全に待てるか、

屋根があるか

・既設のバス停がある ・問題ない

・海風をまともに受

ける。（区長）

・フェンス等の風雪対策をして

欲しい。（区長）

航空写真（国土地理院） 現況写真

課題 意見 協議結果、進捗状況

・安全に待てるか、

屋根があるか

・バス停建物がない

・隣接するの広場（樋川小学校

跡地）に盛り土してバス停建

物を設置してはどうか

・11／15荻島区長

以前はグラウンドゴルフに使

用していたが、今は使用して

おらず、問題はない

・道路管理者（国）と要協議

・バスが停車する専

用スペースがない

・集落内にバス停を設置しては

どうか

・特に冬期は集落内のバス走行

が困難であり、国道沿いの方

が良い



バスC-2

バスＣ－③ 志雄地区統合小学校 （降車▼３３人）

バスＣ－④ 柳瀬北 （柳瀬５人）

航空写真（国土地理院） 現況写真

課題 意見 協議結果、進捗状況

・付近にバス停がな

い

・飲食店等の駐車場を利用させ

てもらえないか

・バス停を新設できないか

・民間の土地であり、付近の町

有地にバス停を設置してはど

うか

・安全に待てるか、

屋根があるか

・バス停建物を設置してはどう

か

・11／10町財政課

特定の用途に使用する予定は

なく、建物設置は可能

・冬期は出浜に抜け

る道の通行が不安

（運転手から）

・冬期の運行ルートを変えては

どうか

・夏期・冬期とも同一のルート

とする

・バス停の名称を決

める

・「柳瀬」は会館付近の印象が強

い、「柳瀬新町」はコミュニテ

ィバスのバス停があるため区

別する

・「柳瀬北」とする。

・出発時間を遅らせ

る。７時３０分程

度（区長）

・柳瀬北から出浜に抜ける道を

使用すれば少し早くなる。た

だし、倒木が心配。（区長）

・運行時間を短縮できる運行ル

ートを検討する。



バスC-3

バスＣ－⑤ 出浜 （出浜１２人、敷波３人、柳瀬２人）

バスＣ－⑥ 白虎山公園 （柳瀬１７人）

バスＣ－⑦ 志雄地区統合小学校 （降車▼３９人）

航空写真（国土地理院） 現況写真

課題 意見 協議結果、進捗状況

・安全に待てるか、

屋根があるか

・既設のバス停がある ・問題ない

航空写真（国土地理院） 現況写真

課題 意見 協議結果、進捗状況

・安全に待てるか、

屋根があるか

・既設のバス停がある ・問題ない

・中学生でさえ寒い

と言っている。（区

長）

・小学生には、防風・防雪対策が

必要（区長）



令和４年１月２６日 第４回通学・ＰＴＡ部会

【資料４】 バス運行時刻のめやす

（条件等）

・既設の路線（Aの前半、B）は、現行の時刻表から転載し、新設の路線は、

普通車で試走した。

・児童の乗降にかかる時間は考慮していない。統合小学校での降車時間を３分

考慮した。（▽は降車人数）

バスＡ・ハイエース 人数［人］ 時間／累計［分］ 時刻

①走入 １ ０／ ０ ７：２６

②向瀬 ３ ６／ ６ ７：３２

③志雄地区統合小学校 ▽ ４ ９／１５ ７：４１

④敷浪駅 ５ ６／２１ ７：４７

⑤荻谷会館 １ ４／２５ ７：５１

⑥志雄地区統合小学校 ▽ ６ ４／２９ ７：５５

バスＢ・中型 人数［人］ 時間／累計［分］ 時刻

①所司原 ２ ０／ ０ ７：１５

②下石 １ ５／ ５ ７：２０

③新宮 １ ４／ ９ ７：２４

④散田（３か所） ４ ４／１３ ７：２８

⑤志雄地区統合小学校 ▽ １０ ５／１８ ７：３３

⑥二口 ３ ８／２６ ７：４１

⑦杉野屋 １３ ５／３１ ７：４６

⑧菅原・子どもの家 １６ ２／３３ ７：４８

⑨志雄地区統合小学校 ▽ ３２ ７／４０ ７：５５

バスＣ・中型 人数［人］ 時間／累計［分］ 時刻

①南部育苗センター前 ２２ ０／ ０ ７：２７

②荻島 １１ ４／ ４ ７：３１

③志雄地区統合小 ▽ ３３ ３＋３／１０ ７：３７

④柳瀬北 ５ ５／１５ ７：４２

⑤出浜 １７ ４／１９ ７：４６

⑥白虎山公園前 １７ ４／２３ ７：５０

志雄地区統合小学校 ▽ ３９ ５／２８ ７：５５



バスD・マイクロ 人数［人］ 時間／累計［分］ 時刻

①宝達葛会館前 ２ ０／ ０ ７：２５

②河原交差点 １２ ４／ ４ ７：２９

③上田会館前 １０ ２／ ６ ７：３０

④上田出 ３ １／ ７ ７：３１

⑤押水地区統合小学校 ▽ ２７ ８＋３／１８ ７：４２

⑥免田集落センター １８ ８／２６ ７：５０

⑦押水地区統合小学校 ▽ １８ ５／３１ ７：５５

バスE・マイクロ 人数［人］ 時間／累計［分］ 時刻

①東間 ５ ０／ ０ ７：２６

②紺屋町 １０ ２／ ２ ７：２８

③御舘会館前 ８ ３／ ５ ７：３１

④押水地区統合小学校 ▽ ２３ ７＋３／１５ ７：４１

⑤喜多家前 ２１ ７／２２ ７：４８

⑥押水地区統合小学校 ▽ ２１ ７／２９ ７：５５

バスＦ・ハイエース 人数［人］ 時間／累計［分］ 時刻

①門前会館 ５ ０／ ０ ７：３１

②生鮮館ちゃれんじ前 １ ３／ ３ ７：３４

③押水地区統合小学校 ▽ ６ ４＋３／１０ ７：４１

④北川尻 １１ ９／１９ ７：５０

⑤押水地区統合小学校 ▽ １１ ５／２４ ７：５５


