
第４回 押水地区 通学・ＰＴＡ部会報告書
町教委への報告日：令和４年１月２６日

開催日時 令和４年１月２６日（水）午後 7時 00 分 ～ 午後 7 時 40 分

開催場所 生涯学習センターさくらドーム 21 ２階 第二会議室

委員出欠 押水第一小学校校長 松本 猛 （部会長）出席

押水第一小学校教頭 村田 真紀子 出席

押水第一小学校ＰＴＡ副会長 勝二 俊祐 出席

宝達小学校ＰＴＡ会長 田中 慎 出席

宝達小学校ＰＴＡ母親代表 川崎 陽子 出席

相見小学校教頭 久保 敦子 出席

相見小学校ＰＴＡ副会長 粟原 大典 欠席

北大海第一保育所保護者会会長 中島 香 出席

委員以外の出席者 なし

会議要旨

（議題及び合意事項）

＜スクールバスの運行について＞

① 区長説明会で出た意見と対応について

・河原でバス停を建設してもらえれば，よりありがたい。

・河原会館前を待機場所としたら，道路から会館が離れている

ので，バスに入ってきてほしい。バスが道から入るところは

縁石があるため狭いが，マイクロバスが入ることと，中での

旋回は可能。

・北川尻は人数の関係でバス停が２か所に変わった。喜多家前

と地下道前で問題ない。

②バスルートと運行時刻のめやすについて

・北川尻地区の児童が１１人と２１人となっているが，どのよ

うに分かれるのか。

→今後調整していく。

・河原にはネクサスという建物があり，児童の家もそのあたり

に多いが，そこをバス停にするとはできないのか？河原会館

がバス停だと冬場はネクサス周辺の家々は，児童を車で河原

会館まで送ることになる。

→検討してみる。宝達葛会館前の始発が早くなる。

今後の課題

（次回の論点）

・河原の児童の家の分布を考慮すると，ネクサスもバス停に増

やすことは可能か。

そ の 他

（町教委への

伝達事項等）

報 告 者 押水第一小学校 教頭 村田 真紀子



第４回 押水地区 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Ｄ、Ｅ、Ｆ）

【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】押水地区バス運行ルート（案） 【公開用】

年中
年長
１年 
２年
３年
４年
５年
６年

バスＤ

中型→ﾏｲｸﾛ

１巡目

Ｄ②河原交差点

河原（１２人）

Ｆ①門前会館

門前（５人）

Ｄ④上田出

上田出（３人）

Ｄ③上田会館前

上田　（９人）

上田出（１人）

Ｄ①宝達会館前

宝達（２人）

Ｆ②生鮮館ちゃれんじ前

上田（１人）

押水地区統合小学校

Ｄ⑤、Ｄ⑦

Ｅ④、Ｅ⑥

Ｆ③、Ｆ⑤

バスＥ

ﾏｲｸﾛ

２巡目

Ｅ①東間

東間（５人）

Ｅ③御館会館前

御館（８人）

バスＥ

マイクロ

１巡目

Ｅ②紺屋町

東野　 （１人）

紺屋町（７人）

正友　 （２人）

Ｄ⑥免田駅

↓

　免田集落センター

免田（１８人）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バスＤ

中型→マイクロ

２巡目

1㎞

バスＦ

ﾊｲｴｰｽ

１巡目

Ｅ⑤喜多家前

北川尻（２１人）

Ｆ④北川尻

北川尻（１１人）

バスＦ

ﾊｲｴｰｽ

２巡目

令和７年度児童分布
（非表示）



バスD-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D・中型 マイクロ）

バスＤ－① 宝達葛会館前 （宝達２人）

バスＤ－② 河原交差点 （河原１２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

・会館の軒がある ・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

・会館に軒が有るが少し遠い

・区の土地であり建物設置の場

合は区と協議

・区の意見を基に検討する。

・中型バスの運行 ・宝達川のトンネルは通行でき

ないのではないか

・中型バスで試走。天井までは

余裕があり、通行可能

・宝達保育所前バス

停と統合できるか

・バスの車輌変更に伴い、宝達

保育所前バス停を門前会館に

変更



バスD-2

バスＤ－③ 上田会館前 （上田９人、上田出１人）

バスＤ－④ 上田出 商店軒下 → 区有地 （上田出３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

・会館の軒がある ・問題ない

・中型バスの運行 ・道幅が狭く、特に冬期は対向

車とすれ違いできない。

（運転手）

・中型バス→マイクロバスに変

更

航空写真（国土地理院） 現況写真



バスD-3

バスＤ－⑤ 押水地区統合小学校 （降車▼２７人）

バスＤ－⑥ 免田駅 → 免田集落センター （免田１８人）

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

・建物を建てるスペースがない

・商店の軒先を使用させてもら

えないか

・商店に要確認

・上田会館前と統合

できるか

・道幅が狭くため歩くのは危険 ・バス停を維持

・ゴミステーション

の土地にバス停を

建設できないか。

（事務局）

・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）

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

・送迎の車で一杯に

なる（区長）

・免田集落センターの方が良い

のではないか（区長）



バスD-4

バスＤ－⑦ 押水地区統合小学校 （降車▼１８人）

○バス停のイメージ（白小山公園前）樋川小学校の西側



バスE-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E・マイクロ）

バスＥ－① 東間 （東間５人）

バスＥ－② 紺屋町 （東野１人、紺屋町７人、正友２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

・バス停建物がない ・始発なので、出発時間までバ

スで待つ

・冬期、バス待機場

所のすれ違いが不

安。（区長）

・バス停車時にすれ違いできる

スペースを確保するよう除雪

を依頼する。

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

・建物を建てるスペースがない

・お寺の門を利用させてもらえ

ないか

・紺屋町区長、正友区長、東野区

長、問題ない。

・お寺に要依頼



バスE-2

バスＥ－③ 御舘会館前 （御舘８人）

バスＥ－④ 押水地区統合小学校 （降車▼２３人）

バスＥ－⑤ 喜多家前 （北川尻３２人中２１人）

バスＥ－⑦ 押水地区統合小学校 （降車▼２１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

・会館の軒がある ・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

・バス停建物がない ・土地所有者を確認 ・所有は町（喜多家駐車場）

・路線に融雪装置が

ない

・国道沿いのバス停から乗車す

る。

・同左

・国道沿いのバス停

が狭い。

・喜多家前へのバス停設置につ

いて再検討。

・バス停の名称を決

める



バスＦ-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Ｆ・ハイエース等）

バスＦ－① 門前会館 （門前５人）

バスＦ－② 生鮮館ちゃれんじ前 （上田１人）

バスＦ－③ 押水地区統合小学校 （降車▼６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

・会館の軒がある ・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

・店舗の軒がある ・問題ない



バスＦ-2

バスＥ－④ 北川尻 （北川尻３２人中１１人）

バスＦ－⑤ 押水地区統合小学校 （降車▼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

・コミュニティバス

のバス停の位置

（神社前）

・冬期の運行が不安であり、国

道沿いの方が良い（運転手）

・地下道付近の停車スペースを

バス停とする。

・安全に待てるか、

屋根があるか

・バス停建物がない

・地下道で待てないか

・地下道を待機場所とするのは

危険なため反対。（区長）

・地下道内部は綺麗な状態でス

ペースもある。

・階段で待機するの

は危険ではないか

・建物が設置可能か ・１２／２羽咋土木事務所、町

地域整備課（地下道の躯体は

県が管理、外壁塗装と電球は

町が管理。土地の所有は国、管

理は町。）

・植栽部分にバス停

を作っても、３２

人も待機できな

い。（区長）

・事業者にどのくらいの大きさ

の建物を設置できるか確認。

・３２人は明らかに難しく分散

が必要。



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


