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 城島 小学校 統合検 証委 員会 下 田校区 地域 代表者 会  

 

 

  ■ 日 時 ：令和３ 年８月１８日（水 ）  １０：３０～  

  ■ 場 所 ：下田校区コミュニティセンター  

 

 

１  は じめに  

 

２  協 議事項  

（ １） 保護者 アンケ ート につい て       － 資料１  

  〇 結果報告について 

  ◯ 保護者への周知方法について 

 

（ ２） スクー ルバス 通学 見守り ・安全 体制 構築支 援補助 金 に ついて   

  ◯  補助金の使途について         － 資料 ２  

 

（ ３） 下田校 区バス ルー トの変 更につ いて    － 資料 ３  

 

 

３  報 告事項  

（ １） ２学期 からの 下校 時間の 変更 に つい て   － 資料 ４  

 

（ ２） 保護者 用バス マニ ュアル の変更 につ いて  － 資料 5  

 

 

 

４  そ の他  

   

 

 

 



 

 

  城島小学校統合に関する保護者アンケート   

 

（城島地区：１１０人、下田地区１７名、浮島地区１１名、計１３８名提出） 

 

１ 統合全体に関すること 

                       

①  統合後のお子様の様子で、良くなった点や気になる点についてご記入ください。 

【城島】 

・友達が増えて、楽しんで学校生活を送っている。図書室の本が増えて喜んでいた。 

・下田・浮島の友達とも遊べるようになって遊びの幅が広がって嬉しいと子どもが話していた。 

・2 クラスになったことで、教室が広々と使え、人数が減ったことで騒音や騒がしさも減り、勉強に集

中できているようだ。 

・お互いに学んできた環境が違い、いい所の影響を受けていると感じる。早い段階で浮島・下田の友達

の話が聞けて、すぐに打ち解けているのだろうと思った。 

・友達も増え、別の小学校のことも聞くことができ、それぞれの地域のことを知れたと思う。 

・授業参観のときも、下田小・浮島小の子ども達の伸び伸びとした発言や行動に、城島小の子ども達に

もとても良い刺激になっていると感じた。 

・統合前よりも、友達のことを見たり、考えたり出来るようになった。 

・統合後は２クラスになり、教室内に余裕ができストレス無く過ごしている様子。 

・昨年度交流授業を行ってもらったことで、よく遊んでいるようだ。 

・友達が増えたり、統合前の学校について情報交換をしたりと、視野が広がる機会になったようだ。 

 

【下田・浮島】 

・友達が増え色んな考え方があることに気づく姿が見受けられ、楽しく登校でき安心している。 

・児童数が増えたことで、授業中も活発な意見が出たり、色んな友達との触れ合いで、今までに無い刺

激が感じられ良いと思う。 

・統合当初は友達も少なく、人見知り名性格もあり、楽しくないと話していたが、いまでは友達も出来

たようで安心している。 

・友達も増え、今まで人数が少なく出来ていなかったことも、出来るようになりとても楽しそうだ。 

・同じクラスの友達も声をかけてくれたり、学校生活やバス通学にも慣れてきたようだ。 

・同じ年の子ども達と接することで、気持ちを分かち合えることは良い。 

・班活動・委員会・グループ活動を通して、多くの子ども意見を聞きながら交流活動が出来ている。 

・友達が多くなり、他人を気にするようになり、授業や宿題のやり方で吸収することは増えた。 

・ライバル心が芽生えた。 

▼友達が増え、野球をしたりして仲良くしてもらっているので良かったが、たまに下田小学校が 

良かったという時がある。 

▼思った以上に、環境に変化に慣れず、（学校生活・友達）戸惑う場面が多い。 

 

 

 

資 料１  



 

 

②  その他、統合に関しての課題やご意見ご要望などがあればご記入ください。 

【城島】※ 個別の案件については、担任までご相談ください。 

ご意見 回答 

子ども達の行動範囲が広くなり、高学年は自転車で下田･浮島

へ行く場合など、学校から注意点などを説明して欲しい。 

学校からは、長期休暇前など時期

をとらえて指導しています。ご家庭

での指導もお願いいたします。 

城島小学校の子ども達は、浮島小や下田小がどんなところか

知らないので、見学にいけたら良いと思う。浮島や下田の子も

学校を紹介すると誇らしげな気持ちになると思う。１日遠足を

企画されてはどうだろうか。 

学習に位置づけるよう検討してい

ます。 

学校から帰宅後、下田･浮島地区の子ども達が、城島小学校に

遊びに来ているのに、小１～小４は自転車が禁止されている為、

保護者の送迎が必要だが、全ての保護者が送迎できる環境では

ない。元々城島の子どもが下田・浮島地区に遊ぶに行くことも

あるので、スクールバスを動かしたり、よりみちバスを使える

ようにして欲しい。 

放課後や土日でのスクールバスの

運行は致しかねます。 

よりみちバスについては利用可能

です。詳しくは市 HPをご確認くださ

い。 

城島地区の子ども達にも遠くから来ている子どももいるの

で、事故などを考えるとスクールバス等を出して欲しい。 

統合に伴う対応措置のため、バス

利用は旧下田小・旧浮島小の児童に

限らせていただきます。 

コロナ渦で保護者同士の交流の機会が無いので、今後出来る

ようになったら良いと思う。 

コロナの感染状況を見ながら検討

していきます。 

交流として、合同で遊ぶ日も決めているようだが、最後の小

学校生活なので、元々は１つのクラスだったので、制限を少し

緩め、伸び伸びと生活して欲しい。今までの友達だけでなく、

他のクラスの新しい友達とも積極的に遊びたいと言っている。 

コロナの感染状況を見ながら、休

み時間の活用など、声かけをしてい

きます。 

以前、城島小学校へ転校してきたが、当時子どもが城島小学

校の児童は対応が冷たいとしきりに言っていた。どうしていい

か分からずに、戸惑っている人に、どのように声を掛けるのか、

教えるべきだと思う。 

 仲間づくりの取り組みを進めてい

きます。 

 

【下田・浮島】 

ご意見 回答 

下校時刻の統一。 ２学期に向けて一部改善しています。 

３ヶ月経過し、やっと慣れてきた子ども達もいるように感

じています。コロナ渦で特に変化も多い時代なので、慣れる

のにもう暫らく時間が必要だと思う。 

学校でも子どもたちの様子を気をつ

けて見ていきます。 

 



 

 

  城島小学校統合に関する保護者アンケート   

 

③ 学童保育についてご意見ご要望などがあればご記入ください。（利用者のみ） 

 

・毎日楽しそうに行ってくれるので安心している。 

・友達や上級生との付き合い方を学ぶことができ、少しの変化も気づいてくださり、本当にとても良い

保育環境だと思う。 

・ＴＶ、インターネットゲームから遠ざけることにもなっていて有り難い。 

・朝８時から利用でき大変有り難いがもう少し早いとさらに助かる。 

・交流する友達が増えたことが良かったと思う。クラスが２クラスになり、１クラスの人数が減ったこ

とで、先生と密に関われることが良い。 

・学童を拡充して頂き、高学年まで預かってもらえるのは大変助かる。 

・夏休みも８時から預かってもらえるようになったので良かった。 

 

 

■おやつについて 

ご意見 回答 

苦手なおやつが出たときは、持ち帰れるようにして欲しい。 衛生上の観点から、原則、持ち帰りは

禁止していますが、２種類のおやつを準

備し、児童が選べるよう配慮していま

す。 

 

■通所支援について 

ご意見 回答 

城島の子どもは１７時の集団下校があるので、タクシーで 

１７時に帰ってきて、自分の足で帰ってくるということでも良い

と思う。１８時にコミセンに保護者のお迎えという縛りがやや通

所支援をしにくい理由だ。 

 

時間及び運用方法については、学童保

育所の保育時間や児童の安全を考慮し、

決定したものです。今後、利用される方

のご意見等を伺いながら、より良い制度

となるよう検討を行っていきます。 

タクシーの通所支援は、時間までにコミセンに迎えに行かなけ

ればならず、仕事等の状況次第で、急いで迎えに行く必要があっ

たため、利用をやめました。 

 

 

■学童保育所の建設について 

ご意見 回答 

建物が増設されることで、校庭で遊べるスペースが狭くなるの

が気になる。 

 

 

現在学童保育所の増設工事をおこな

っていますが、工事完了後のグラウンド

の状況をみて、検討を行っていきます。 

 



 
 

  城島小学校統合に関する保護者アンケート   

（下田地区：１７人、浮島校区１１人 提出） 

 

２ スクールバスについて 

                                    （人） 

地区 下田 浮島 

質問 現状でよい 不都合な点がある 現状でよい 不都合な点がある 

①乗り場 １４ ３ １１ ０ 

②出発時間 １５ １ ９ １ 

③運行ルート １３ ３ １０ ０ 

④連絡方法 １６ ０ １０ ０ 

 

・楽しくバス通学しているようです。ありがとうございます。 

・バスの運行や通所支援等、色々と工夫して対応してくださり有り難い。 

おかげで安心して通学することが出来ている。通学時の事故のニュースなどをよく目にするが、 

その点ではバス通学なので、少しでも危機が少なく、有り難く思っている。 

・バスの事故も無いように、子どもにはバスの中で騒がないようにと指導している。 

・もし騒いだりふざけたりする際は、遠慮なく指導してもらいたい。 

・ＬＩＮＥでの連絡が出来るようになり助かる。 

① バス乗り場について     

ご意見 回答 

通学途中のうっそうとした草が伸び放題の荒地を通るので、早

く整備して欲しい。 

市有地であれば市で対応しますが、私

有地の場合は、土地管理者の理解がない

と対応することが困難です。 

屋根の設置。風雨がひどい時、ずぶ濡れになります。 風雨がひどい時は屋根の下で２台ず

つ下車する対応をし、運転手も傘をさし

下車の支援をいたします。 

また横からの風雨を緩和するため、横

断幕の設置をするとともに、グラウンド

内ではぬかるみ対策を行いました。 

バスに乗るまで集まりが悪かったり、一旦バスに乗った子が降

りてどこかに出ても注意してくれているのか分からない。また、    

バスの中でのトラブルは対応できるのか。（ケンカや、体調不良な

ど） 

バスは原則として定時に出発します。

バス車内でのトラブルの際は、安全な所

で駐停車し注意し、安全な運行が確保で

きるようになってから再出発します。 

バスに乗るまでの移動が低学年のみになっているところがある

が、学校側としては地域に任せる方針なのか。１年生児童が歩道

の白線内を歩いていなかったりする。 

登下校に関して必要な場合は、班を集

めて指導をしています。また、地域や保

護者の協力もお願いいたします。 

                                 

②バスの出発時間について    

ご意見 回答 

・バスの時間を１０分程遅くしてもらえると助かります。 

・仕事の都合上、現在の時間は変更しないでほしい。 

・バス出発までの待ち時間が気になる。 

・朝に忘れ物に気づき、取りに帰ってきたことが数回り、ぎりぎ

りだと帰る時間は無い。 

・出発時刻になって出発するのか、待つのかはっきりしてもらい

たい。文書で保護者に知らせてもらうと家庭でも時間に間に合う

・バス出発時間は学校とも協議し、朝の

委員会活動など余裕を持った時間に設

定しているため、現行の時間での対応を

お願いします。 

・忘れ物がないよう前日の準備をお願い

します。 

・バスは原則として定時に出発します。

乗り遅れた場合は保護者が責任を持っ



 
 

ように取り組めるのではないか。 て登校させてください。 

 

③バス運行ルートについて  

ご意見 回答 

帰りだけでも、あと一か所に停留所を増やして欲しい。  行き帰りの乗降場所は、安全確保の観

点から、同じ場所での対応にご理解くだ

さい。 

１．２．３年生が４，５，６年生より下校が早いとき、帰りの

バスが青・赤になる時があるが、黄、青、赤で３台の運行は難し

いのか。帰ってくる時間が遅くなっている為、不満である。 

 バスルートは安全かつ乗車人数によ

る効率的な運行計画としていますので、

現行の対応でお願いいたします。 

遠まわりしている。 

 

④欠席等の連絡方法について   

ご意見 回答 

帰りにバスに乗らないことをＬＩＮＥで連絡していた際に、バ

ス会社からの返答が来なかったので、再度確認して連絡をいれた。

必ず学校、バス会社からの返答があると聞いていたので、徹底し

ていただきたい。 

 ＬＩＮＥでの連絡対応について徹底

していきます。 

グループＬＩＮＥを登録しているのであれば、忘れ物があった

ことをＬＩＮＥを通して教えてもらえないか。 

ＬＩＮＥは登下校のことのみにして

います。忘れ物は、できるだけその日に

確認したいと思っています。 

事前にバスを利用しない連絡をし忘れたことがあった。慣れる

までは、帰りの帰宅方法の確認のみならず、バスを利用しない際

は、バス会社への連絡をするように声かけをしてくださると、特

に１年生の保護者的には助かる。 

保護者の方もご確認、よろしくお願い

いたします。 

連絡手段が複雑になっているので、一覧表などまとめたものが

欲しい。学校、学童、クラスからのプリント、安心メール、ＬＩ

ＮＥとコミュニティツールが多すぎてどこに何の連絡が書いてあ

るのか分からない。 

①学校･クラスからのプリントは学校生

活を送る上で最優先にしてください。 

②安心メールは緊急時を基本とします。

③ＬＩＮＥは下田･浮島の登下校のみ。 

 

⑤その他、通学全体を通してご意見ご要望などがあればご記入ください。 

ご意見 回答 

通学はいつでも子ども達が安心・安全にできる状況でなければ

ならないと思う。事故や事件に巻き込まれてからでは遅い。 

 子どもたちが安全に安心して通学で

きるよう学校や教育委員会、バス会社等

と連携し取組んでまいります。 

キッズ用ケータイの許可をしてほしい。（インターネット不可） 

・バスに乗り遅れた場合の子どもからの直接の連絡用として。 

・家の鍵を無くしたり、忘れた場合の連絡用として。 

必要なときは担任にお知らせくださ

い。 

スクールバスで車酔いすることがあり、（特に帰りの便）気分が

悪くなり、習い事を休まざるを得なくなったことがあった。 

 安全な所で駐停車し、必要に応じ学校

とも連携を図りながら、その時の状況に

応じた対応を行います。なお、車内には

救急箱を設置しています。 

天候が不安定の為（夏だと雷雨・夕立ち）、下車できないような

状況のときは、バスに留まらせて、学校、バス会社、保護者間の

連絡を密にして欲しい。 

 落雷の危険や夕立ち等で下車できな

いときは、状況を見て、バスに留める対

応をし、２０分以上遅れる場合は、学校

の安心メールでお知らせします。 

 



スクールバス通学児童見守り・安全体制構築支援事業について

●補助金額 上限３０万円／年間（R3年度のみ）

１ 「飛び出し注意」などの看板設置
＜対象経費＞
・看板購入費用
・その他設置に必要な費用など

見守り・安全体制の構築に向けた事業計画を立案

補助金の交付申請・交付

見守り・安全体制の構築に向けた活動実施

実績報告書の作成

資料２

●活用（例）

●補助概要
小学校統合後のスクールバス通学児童の安全・安心の確保のため、見守り・安全体制を構築していくことを目的とした活動や安全グッズ
の購入に必要な経費について、市が補助金を交付するもの。

イメージ図

４ 「ツイタもん」有料オプションの負担
＜対象経費＞
・有料オプション費用：440円／月額（令和４年３月分まで）

３ GPS機器やスマートフォンの購入
＜対象経費＞
・機器購入費用
・通信費（令和４年３月分まで） など

●申請者 下田・浮島校区内の公共的団体（個人は対象外）

２ 安全グッズ・見守りグッズ等の購入
＜対象経費＞
・ビブス、合図灯、反射板などの購入費

イメージ図

＊「公共的団体」とは、保護者会や地域コミュニティ組織などです。
＊団体であれば、既存・新設は問いません。
＊団体には、「代表」「会計」「監査」などの役職が必要です。
＊団体名義の通帳が必要です。

＊この補助金は、R3年度のみとなります。
＊R4年度以降も費用が発生する場合は、実費負担となります。
＊複数団体からの申請も可能ですが、上限を超えることはできません。
＊上限額の範囲内であれば、１団体が複数の活用を行ってかまいません。

●留意事項

●事業スキーム

５ 見守り人材の配置、調整を行うリーダー等への謝金





芦塚北のお堂

下田校区
コミュニティ
センター



芦塚公民館

丸 島














