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開会
（委員長 ）
ただ今よ り、第 ７回 志染・緑 が丘中 学校 区統合準 備委員 会 を 始める。先日 、
無事に志 染中学 校の 閉校式が 終了し た。ABC テレビ「キャ ス ト」でも取 り上
げら れ、 地域 でも た くさ んの 方が 視聴 さ れ 、 いろ いろ と評 判 を聞 いて いる。
関係各位 におか れて は お世話 になり、感 謝申し上 げる。今 回 は最後の 会とな
るので、 審議を よろ しくお願 いした い。
審議に先 立ち、委 員 の過半数 が出席 され てい るの で、本日 の 会議が成 立し
ているこ とを報 告 す る 。本日、非公開 事 項に該当 する内 容が あ れば 、お 知ら
せいただ きたい と思 うが、皆 様いか がか 。
【非公開 該当事 項な し】
それでは 、 本日 の会 議につい てはす べて 公開とし て開催 する 。
４月にい よいよ 統合 するにあ たり 、今回 の統合準 備委員 会は 節 目の会 とな
る。そこ で、 教 育長 様からご 挨拶を いた だきたく 思う。
（教育長 ）
第 ７ 回を 迎え るこ の 統合 準備 委員 会に ご 参加 いた だき 、感 謝 申し 上げ る。
お そ らく、この全 体 会が最後 の会に なる と思われ るので、一 言お礼を 申し上
げる。
平 成 30 年度から 、学校再編 に関し て 本 格的な協 議に入 り、令和元 年の 10
月 に この 委員会 を発 足させて いただ いた 。約１年半 の長き に わたって、い ろ
いろな課 題があ る中 で、協議を 重ねて い ただいた。委員長 は じめ委員 の皆さ
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んにお礼 を申し 上げ る。
先 日の閉 校式に 私も 参加させ ていた だい た。寂 しい中 にも心 温まる閉 校式
やイベン ト の中 、学 校再編を 進めて きた 立場の者 として、身 が引き締 まる思
いを抱い た 。
委員の皆 様には 全体 会をはじ め、複数の 部会に参 加して 協議 して いた だい
た。
総務部会 では、歴 史 のある学 校の閉 校と いうこと で 、学校 や 地域の文 化を
思い 量 り なが ら 学 校 運営 に関 する 校歌 ・ 校訓 等に つい て協 議 して いた だき、
一定の方 向性を 出し ていただ いた。
PTA 部会につい ては 、緑が丘中 学校の PTA 活動の中 で志染 地 区委員と いう
新たな組 織をつ くっ て いただ けると いう ことを聞 いてい る。通学方法 につい
ては生徒 や保護 者目 線でしっ かりと 協議・提案をし ていた だ き、大きな 力と
な っ た。
学校運営 部会に 関し ては、子ども たちが 新しい学 校生活 の中 でスムー ズに
馴染んで いける よ う に各教科 や校務 分掌 ごとの配 慮をは じめ 、合同 人権研 修、
生徒交流 、合同 授業 、通学の 練習会 など それぞれ 実施を いた だいた。
通学・安全 部会に 関 しては、地 域や 保 護 者の お考 えをお 聞き しながら 、ス
クールバ スや自 転車 の通学方 法につ いて 決定する ことが でき た。４ 月から 志
染・緑が丘・青山 の ３地区か らなる 新し い緑が丘 中学校 がス タートす る。ス
ター ト後 の１ 年間 は 地域 を含 めて 、再 構 築 ・ 試行 錯誤 の連 続 かも しれ ない。
全体会は 本日で 終わ りとなる が、今後も 委員の皆 様には 温か く見守っ ていた
だきたい 。これ まで のご支援 やご協 力に 感謝申し 上げる 。
（委員長 ）
ありがと うござ いま した。こ の後、 教育 長様は退 出され ます 。
（教育長 退出）
今後とも よろし くお 願いしま す。 失 礼し ます。
（委員長 ）
そ れでは、各部会 長 から部会 での協 議内 容を 報告 して い ただ く。部会長 か
らの報告 を受け て、質疑応答 の時間 を設 け る。そ の後、承認事 項につい ては、
委員の皆 様にお 諮り する 。以 上の流 れを 、部会ご とに行 って い く。
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１ 時間以 内で協 議を 進めてい きたい ので ご協力を お願い する 。
報 告事項 にう つる。事 務局か ら報 告はある か。
２

報告 事項
事 務局か らの 報告事項 なし

３

各部 会から の報 告及び協 議

(1) 総務部 会
（部会長 ）
基本的に は、統合 準 備委員会 だより の記 載のとお りであ るが 、閉校記念 式
典や記念 事業を 地域 の方の協 力のも と、無事に終 了する こと ができ、皆 様に
は感謝申 し上げ る。統合後の 卒業ア ルバ ム等につ いては 、PTA より別冊 アル
バム代金 の一部 であ る 2,000 円を補 助し ている 。これ につい ては、まった く
別で作る という ので なく、基本 は緑中 の 卒業アル バムと し、志染中での 1 年
間・２年 間の思 い出 を別に数 枚追加 して いくこと を想定 して いる。
（委員長 ）
部会長よ り総務 部会 の 報告を いただ い た 。皆様 のご意 見を伺 いたいと 思う
が、 いか がか。
【質問等 なし】
（委員長 ）
それでは 、 引き 続き 、 PTA 部会の報 告を お願いす る。
(2) PTA 部会
（部会長 ）
以前に報 告させ てい ただいた 内容と ほぼ 変わらな いが、 ４ 月 17 日に開 催
される緑 が丘中 学校 の PTA 総会 の前 に 、志染中 学校の PTA 総会を開 催し、
PTA の解散を行 う予 定である 。
（委員長 ）
以 上、PTA 部会の報 告であっ たが、 次に 進めても よいか 。
【質問等 なし】
（委員長 ）
それでは 引き続 いて 学校運営 部会の 報告 をお願い する。
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(3) 学校運 営部会
（部会長 ）
コロナ禍 の中で 、な かなか思 うよう な交 流ができ ないと いう こともあ った
が、それで も子ど も たちは、仲 良くな っ たみたい で嬉し く思 う。志染中 の子
と同じク ラスに なり たいと言 ってい る生 徒もいる。1 年生は 今年スキ ー実習
に行けな かった ので 、 明日３月 17 日は最後の交 流日 と いう ことも含 め、一
緒 にスケ ート実 習を 行うこと にして いる 。 ３ 月 25 日にはい よいよ引 越が始
まる。職員 の方も 受 け入れ準 備をし てい るところ である。す でにいく つかの
引越が始 まって おり 、志染 中の文 書保管 というこ とで大 きな 金庫を用 意して
いるとこ ろであ る。
（委員長）
ありがと うござ いま した。
それでは 続きま して 、通学・ 安全部 会か らの報告 をお願 いす る。
(4) 通学・ 安全部 会
（部会長）
懸案事項 が 多く あっ た通学・安 全部会 だ が、非常事 態宣言 の 延長等で 思う
ように会 議を実 施す ることが できな かっ た。事務局 と連絡 を 取りなが ら、確
認してき たこと を報 告する。
通学バス 利用希 望者 の調査に ついて は、３月４ 日 付で志 染小 学校の ６ 年 生 、
志染中学 校の１ ・２ 年生を対 象に行 った 。 回答期 日を３月 11 日として 、教
育委員会 の方で 集約 していた だいて いる 。今か らその 結果を 報告して いただ
く。
（ 事務 局）
３ 月４日 に実施 した「通学方法 の選択 に ついて」の 調査用 紙 の結果報 告を
する。バ ス希望 者 22 名、自転車 希望者 ９名の合 計 31 名である。バ スは 28
人乗りで あるた め、 定員オ ー バーに なる ことなく 、定時 に運 行できる 。
（部会 長）
ありがと うござ いま した。２便 出るの だ が、１便に 生徒が 集 中して乗 れな
くなった らどう しよ うかと心 配して いた が、今のと ころ安 心 している。乗車
希望 の変 更に つい て は、 １学 期終 了時 に 見直 し 等 がで きる よ うに して いる。
ま た 、1 年が経っ た 後にも通 学方法 の見 直し 等が できる よう にしてい く。
な お、実際 に 通学 が 始まって から、ど う しても不 都合が 生じ た場合、そ の
都度協議 ・調整 して いくと聞 いてい る。
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志 染 側 の バ ス 乗 降 所 に お け る ト イ レ 利 用 に つ い て 、 登 校 時 に は 特 段 準備
をすることは難しい。下校時には志染公民館やデイサービスセンターが開
いているので、依頼すれば使用可能であると考える。登校時に不測の事態
が生じた 場合は 、近 所の家で 何とか 対応 してもら えれば と考 えている 。
各家庭と 通学バ スの 連絡方法 につい ては 、添乗員が いない こ ともあり、運
転中は電 話に出 られ ない。した がって 、各家庭か らは 直 接 、緑が丘中 学校に
連絡して いただ くこ とになる 。緑 が丘中 学校とス クール バス は適宜連 絡を取
る体制を 構築し てい く。
安全対策 の見守 り等 について は自転 車通 学生に対 しては 、前 回の書面 会議
の資料に 掲載し てい るとおり である。防 犯灯につ いては 、新 学期が始 まるま
でには設 置がで きる ように進 めてい く。志染側の 駐輪場 につ いては 、昨 日か
ら工事が 始まっ てい る。緑 が丘中 学校側 の駐輪場 及びス クー ルバスを 停車し
ておく駐 車場に つい ては、春 休み中 には 設置完了 予定と 聞い ている。
この件に ついて 、補 足はある か。
（事務 局 ）
緑が丘中学校の自転車置き場に関して、１点お詫びすることがある。現
在、 自 転 車通 学者 の ため の自 転車 置き 場 の整 備を 進め てい る とこ ろで ある。
デイサービスセンター側の駐輪場に関しては３月中に完成する予定である
が、緑が丘 中学校 の 駐輪場に ついて は、県の確認 申請の 関係 で県の「建 築審
査 会」の許可 を受け てから工 事を進 めな いといけ ないと 報告 を受けた ところ
である。建 築審査 会 の最短の 開催は ５月 であり、そ こから 工 事を始め るとな
ると大幅 に遅れ てし まう。現在、建築審 査会の開 催を早 める ことがで きない
か、または 審査会 を 受けなく ても工 事を 進めてい く方法 はな いかなど を、市
の建築住 宅課や 県の 加東土木 事務所 と協 議をして いると ころ である 。した が
って、現時点 では緑 が丘中学 校の駐 輪場 の工期が 遅れて しま う可能性 がある 。
その間、仮 の自転 車 置き場を 設置し、対 応してい ただく 可能 性がある。誠に
申し訳な い。
（事務局）
緑が丘中 学校の バス の駐車場 に関し ては 、東門 から入 って校 舎の横に 設置
する。そこ の工事 は 実施しな い。もと も とその場 所に停 車し てい た自 動車に
ついては 中庭に 移動 していた だく予 定に しており 、中 庭 の工 事はすで に完了
している 。
（部会長 ）
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通学見守 りにつ いて 、教育委員 会から 志 染・緑が丘・青山 の ３地区の 区長
様 宛 に４ 月から 自転 車通学が 始 まる 旨の 通知をし ていた だき 、地域 の方の ご
支援・ご 理解を 求め ていると ころで ある 。
青 山地区 の人の 目の 垣根隊の 方への 見守 り依頼も してい る。本来なら ば小
学生の登 下校を 主に 見守って おられ るの だが、今後中 学生の 様子も可 能な限
り見守っ ていた だく よう依頼 をして いる ところで ある。

（委員長）
ありがと うござ いま した。懸案 事項で あ った課題 に対し ても 、一応の回 答
が出たよ うに思 う。
報告事項 に対し て、 皆様のご 意見を 伺い たいと思 うが、 いか がか。
（委員）
バス通学 には距 離に よる制限 があっ たが 、最終 的に希 望どお り利用す るこ
とができ た。よか っ たと思う。今後、他 地域の統 合 にお いて も 希望者 全員が
乗車でき るよう にな るのか。
（事務局 ）
市が示している実施方針には中学生なら６キロという一つの基準でもっ
て、自転車 通学に な るかバス 通学に なる かを判断 してい る。小学生の 徒歩 通
学につい ては、４ キ ロ という 距離で 一定 の 判断を してい る。これは全 国の自
治体 が基 準と して 定 め て おり 、三 木市 も その 基準 に倣 って 判 断を して いる。
吉川地区 でもそ うで あったが、地域 の 事 情、子ども の様子 、交通安全 の様子
などを勘 案し、 それ ぞれの地 区ごと に検 討してい くこと にし ている。
（委員 長）
他に質問 はある か。
（委員）
家庭と通 学バス の連 絡方法に 関連し て、どんな連 絡内容 が想 定される のか。
学校で対 応でき るこ とと対応 できな いこ とを見極 めなが ら、対応して いきた
い。
（ 委 員）
もちろん 、時間 厳守 であるが 、1 便で登 校しよう と思っ てい たところ 、何
らかの事 情で乗 れな くなり、２ 便の乗 る とかが考 えられ る。自転車通 学途中
にけがを してし まい 、連絡が 遅れて しま うことが 想定さ れる 。
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（ 委 員）
教 師 で 対応 で き る こ と は 対 応 し て い く が 、 運 転 手に 連 絡 を 取 っ て 対 応 す
る と いう こ と は 難 し い 。 学校 が 窓 口 に な る こ とは 、 当 然 で あ る と 考え る。
ど う いう こ と が 起 こ り う るの か 、 ど こ ま で で きる の か 、 ま た そ の 都度 、相
談をさせ ていた だき たい。
（部会 長 ）
時間にな ったら 運転 手さんは 出発し ても らうこと が前提 であ る。
（委員）
細か いル ール をつ く れば つく るほ ど、 イ レギ ュラ ー対 応が 出 てく るの で、
ルー ルは 極力 単純 に した い。 今、 その ル ール づく りを 行う の は無 理な ので、
実際に運 行しな がら つくって いきた い。
（事務局 ）
基本 的に 中学 校と 通 学バ スが 連絡 をす る とき は 、 緊急 時対 応 のみ であ る。
今後 、学 校と バス 会 社と 教育 委員 会と で 協議 を行 い、 確認 作 業を して いく。
（部会 長）
保護者に は、基本的 にはバス との細 かい 連絡につ いては 行わ ず、直 接学校
へ連絡を してい ただ くように する。
（ 委 員）
保護者と しての 意見 となるが 、出 発時刻 及び下校 時刻に つい て案内が あっ
た が 、７時 10 分の バスに乗 ろうと 思え ば自宅を ６時 40 分 に出ない といけ
ない。かな り早め 早 めに準備 をして いか ないとい けない。夏 や冬で状 況は変
わると思 うので 、こ ればかり はやっ てみ ないと分 からな い。
緑が丘中 学校と 志染 中学校の 下校時 刻に おいても 、バ スの出 発時刻を 調整
していく 必要が ある 。部活 動にお いての 自宅出発 時刻や 帰宅 時刻 が保 護者と
しても不 安であ る。
現在、志染 中学校 で は日没の 時間が 下校 時間とさ れてお り、親として も安
心である。また、自 転車で青 山の坂 を下 るなど練 習を通 して やってみ ないと
分からな いこと が多 い。
やはり、心 配なの は 家族との 連絡手 段の 確保であ る。新学 期 が始ま っ たと
きに、保護 者から の 意見が出 たとき に窓 口なって いただ き、相談に乗 ったり
意見をま とめ た りし て いただ きたい 。
（ 委 員）
下校 時刻 につ いて は 変更 する 。こ れま で は遅 い時 間で ６ 時 半 であ った が、
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これから は６ 時 にす る。秋の下 校 に関 し ては、緑が 丘中学 校 でも 徒歩 通学生
が暗 くな る前ま でに は帰宅さ せてい る。天候によ って左 右さ れること もある
た め、天 気が悪 いと きは早め に下校 させ ている。
部活動の 朝練習 であ るが、全員そ ろった のを確認 してか ら行 うという もの
ではなく、それぞ れ が集まり しだい 練習 を開始 し ている。必 ずしもバ ス出発
時 刻 を７時 10 分に決定する という もの ではない 。 子ど もの 様子や思 いを大
切にしつ つ、今 後顧 問と 相談 してい きな がら対応 をして いく 。
学校との 連絡窓 口に ついては、基本的 に は教頭に なるが、自 転車通学 につ
いては交 通安全 担当 が担う。入 学式以 降 、朝夕の交 通立ち 番 や坂の見 守りは
計 画 を立 て 始め てい る。悩まし いのは 、バスの運 行 であ る。警報時の 対応や
学年ごと の授業 の終 了時刻に 多少ず れが あるため 、そ ういっ たイレギ ュラー
なことに 対して どう 対応して いくか が課 題である 。
したがっ て、今年 １ 年を試行 期間と して 、１年をか けて準 備 を進めて いく
という形 に した い。
（委員長 ）
ありがと うござ いま した。 他 に意見 はな いか。
（ 委 員）
中学校の 駐輪場 の工 事が遅れ ると聞 いた が、そ ういっ た施設 設備面 は でき
るだけ早 く対応 して いただき たい。
防犯灯の 設置に つい ても遅延 なく対 応し ていただ きたい 。
（ 委 員）
駐輪場の 自転車 につ いては、仮 とは言 え 、雨ざらし になら な いように 検討
していく 。
（委員長 ）
特に通学・安全部 会 から通学 バスと の連 絡・連携、登下校 の 心配等の 意見
が出たが 、 1 年かけ て地域も 先生も 様子 を見なが ら進め てい く。
事務局か ら 連絡 事項 があった らお願 いす る。
４

その 他
（事務局 ）
３点ほど 、お願 いと 連絡をさ せてい ただ く。
1 点目は 、先ほ どの 教育長の 話にも あっ たが、みなさ んに集 っていた だい
ての会は、今回で 一 旦区切り とさせ てい ただく。統 合後の 新 たな学校 を 今 後
１年 間か けて創 り 上 げていく という 姿勢 のもと 、委員 の皆様 には今後 も引き
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続き、温 かな目 で見 守ってい ただき たい 。
２点目は 、 ３ 月 25 日（木） の志染 中学 校の引越 作業の こと である。 これ
まで半年 以上か けて 準 備をし てきた。現 在、物品に よって は 移動して いる物
もあるが 、一番 大き な作業は 25 日であ る。
最後に、令 和３年 度 のことに なるが、緑 が丘中学 校で両 校生 徒が対面 して
これから も新た にが んばって い こう とす る趣旨の 開校式（ 対 面式）を計 画し
ている。生徒会 を中 心に 現在 、検討 して もらって いる。また 、その様 子も伝
えていき たい。
（ 委 員）
１年間の 見守り とい うのは 、この メンバ ーの任期 が延長 され るという こと
なのか、 一旦解 散後 、 個人的 に見守 りを 続けるこ となの か。
（事務局 ）
も し、よろ しけれ ば 、今まで 統 合校の 基 礎を組み 上げて くだ さった今 の委
員の皆様 と 今後 もメ ール等で 情報を 共有 したり 、ある いは相 談に乗っ ていた
だけたり しない かと 考えてい る。した が って、完全 に解散 と いうわけ ではな
く、この まま見 守っ ていただ けると あり がたい。
（委員長 ）
皆様 、それ でよ いか。
（異議な し）
（委員長 ）
統合準備 委員会 とし て会を開 くこと は無 いが、もし、何か突 発的な緊 急事
態等があ れば、 この メンバー で協議 する ことにな るかも しれ ない。
（委員）
統合 準備 員会 の役 目 はこ れで 終わ りだ が 、 決 めた こと をや っ てい く中 で、
不都合だ と保護 者の 方が思わ れた時 には 、新地 区委員 の保護 者の方を 中心に
保護者の 中で話 をし たり、学校へ 要望を 出したり してい ただ くという ことで
よ い か。
（事務局 ）
基本的に はそう であ る。
（委員長 ）
ありがと うござ いま した。
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他に意見 がない よう なら、こ れで閉 会と する。
５

閉会

（ 教育振 興部長 ）
１年半の 長きに 渡り 、お世話に なり 、感 謝申し上 げる。あ と １か月も しな
いうちに 新たな 緑が 丘中学校 がスタ ート する 。まず は 、生 徒 の安心・安 全を
第一に考 えてい る。実際に始 まって みる と、いろい ろな 課 題 が見えて くるこ
とも想定 される 。そ の都度、教育委 員会・学校・保 護者と 相 談もさせ ていた
だきなが ら、検 証し ていくと ともに 柔軟 に対応さ せてい ただ きたい。
皆様方に は、相談 さ せていた だくこ とも あると思 うが、引 き 続き、子ど も
たちの見 守りを よろ しくお願 いした い。
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