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嵯峨根郁男

１ 協議会の役割
※保護者・地域が学校の応援団となることが大きな役割となっています。
（１）厚木市学校運営協議会規則、第 2 条
協議会は、保護者、地域住民の学校運営への参画及び学校との協働を進めることにより、学校と保護者、
地域住民等との信頼関係を深め、一体となって学校を応援するとともに、児童生徒の豊かな学びと健
やかな育ちの創造に取り組むものとする。
（２）具体的な役割 第 4 条
※「学校評議員会」は、校長の求めに応じて保護者や地域住民等から意見を聴取する機関でした。

①校長は学校基本方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
②協議会は、教育委員会又は校長に対して、学校運営に関して意見を言うことができる。
③職員の採用や任用に関して意見を言うことができる。

（2017.10.12 現在）

CS=コミュニティスクール

DAI-2 CS 会長

H29-30 DAI-2 CS

＜保護者地域から新たに加わる委員 5 名＞
・厚木南公民館職員
・PTA 副会長 1 名
・パパママサークル「ドリームん」代表
・学識経験者 2 名
＜学校から新たに加わる委員 7 名＞
・校長、教頭、事務職員 1 名
・総括教諭 A（グループ「確かな学力」
）
・総括教諭 B（グループ「児童指導・支援」
）
・総括教諭 C（グループ「健康・安全・体力」
）
・総括教諭 D（グループ「地域・特活」
）

３ 期待できること
コミュニティスクールの導入後は、学校と地域のビジョンが共有されることにより次のような効果が期
待できます。
◆学校の現状や運営方針への理解が深まり、地域が学校の応援団になる。
◆地域の多くの専門性を持つ大人が、学校運営や教育に関わり、豊かな学びが実現する。
◆地域住民が児童生徒に積極的に声かけしたり、自ら指導したりする場面が増える。
◆学校・家庭・地域の適切な役割分担により、教職員が子どもと向き合う時間の確保につながる。
◆災害時に、学校と地域が一体となった迅速かつ組織的な対応が可能となる。
この学校運営協議会を中心に、学校、家庭、地域が連携・協働できる取組を推進し、特色ある学校づく
りを進めてまいります。今後とも、ご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

活動目標

＜H29 の主な業務＞

委員会運営 予算 学校評価
ボランティア体制整備 環境整備
＜第二小：地域グループ＞
・ふれあい給食・ホームページ・地域行事参加・学校評価・地域人材活用体制確立
・DAI-2 フェスタ
・地域に向けた児童会活動

全体会（事務局）に提案

＜確かな学力育成部会５名＞

協議会メンバー ※学校評議員 6 名に、学校と保護者・地域から 12 名が加わり、総勢 18 名です。

＜学校評議員会評議員 6 名＞
・厚木南公民館長
・民生委員主任児童委員 2 名
・自治連会長
・青少年健全育成連絡協議会会長
・PTA 会長

７名＞

第二小支援システム「ドリームサポーター」体制を整備しよう！

総括 A・P 会長・P 副会長・公民館より・地域より

※学校・保護者・地域・行政からメンバーを
加え、幅広く情報の共有ができるように
しました。（規則では 20 名まで）

組織図

校長・教頭・総括 D・公民館長・青健連会長・事務職員・ＰＭドリームん代表

厚木市では、国の方針を受け、平成 29 年度～30 年度の 2 年間に、市内すべての小中学校に、今まで
の「学校評議員会」に替わって「学校運営協議会」を設置することとし、すでに多くの学校がコミュニ
ティスクール（＝学校運営協議会設置校）となっております。本校も 10 月 12 日に第 1 回学校運営協議
会が開催され、コミュニティスクールの仲間入りを果たしました。
（全国では H29.4.1 現在 3600 校）
では、学校運営協議会の役割やメンバーについてご説明いたします。また、組織図や第 1 回学校運営
協議会の討議内容（裏面）も併せてご覧ください。

２

学校運営協議会

＜DAI-2 CS 事務局

厚木第二小はコミュニティスクールになりました
学校長

H29 厚木第二小学校

＜H29 の主な業務＞
・授業参観と授業評価
・授業、クラブへのボランティア発掘
・地域学習の計画と調整

＜第二小：知グループ＞
・授業改善・家庭学習・参観計画
・職員研修・校内研究・教材教具整備
・指導法改善・学力調査・地域学習
・道徳教育・クラブ活動・外国語教育

全体会（事務局）に提案

＜心と体の健康安全部会６名＞
総括 B・総括 C・自治連会長・民生児童委員・地域より

＜H29 の主な業務＞
・不登校対策への助言と支援
・交通安全見守り隊の編成（危険ポイント確認）

・地域連携あいさつ運動の推進

＜第二小：徳・体グループ＞
・学校のやくそく・あいさつ運動
・情報教育・いじめ防止・不登校支援
・人権福祉教育・支援教育・運動会
・安全教室・安全点検・避難訓練
・下校訓練・健康保健・食教育

11/25（土）は
DAI-2 フェスタ開催予定。
ぜひ、ご来校ください。

前号でもお知らせした第 1 回学校運営協議会では、以下のような内容が話し合われました。
【全体会】

①会長・副会長の選出 ②南口再開発に伴う通学路に関する意見交換
③CS（コミュニティスクール）としての今後の取組

①について
会長は佐々木 徹さん 副会長は花上 麻理子さんに全会一致で決定。
②について
泉町方面から通学する際、南口再開発工事の真横を通る通学路となっている。より安全な登下校
のため、通学路変更を検討している報告と３つの案を提示し、意見交換を行った。

10 月、各学年で様々な校外学習が行われました。1，2 年生は合同でぼうさいの丘公園、3 年
生はキリンビバレッジ湘南工場、4 年生は七沢ふれあいセンターでの宿泊学習、6 年生は一泊二
日の日光修学旅行に出かけました。どの学年の子どもたちも普段の学校生活では味わえない貴
重な経験をすることができました。校外学習に向け、保護者の皆様には温かなご支援・ご協力
をいただきました。大変ありがとうございました。なお、5 年生は 3 学期に日産湘南工場へ出
かけます。
どんな秋を見つけたの？
ペットボトルってこう作るんだ。

（A 案）JA あつぎ‐南口タクシー乗り場前‐静岡銀行前を通るルート
・交通面では信号機もあり安全であるが、駅前の人ごみの中を子どもたちが通ることに危険は
ないのか。また、喫煙所の前を通ることも不安。特に雨の日の歩行は厳しい。
（B 案）スクランブル交差点‐臨界セミナー～おじょり付近を通るルート
・人ごみや工事現場をさけることはできるが、おじょり付近の横断歩道には信号機もなく、横
断に危険が伴う。また、渡る際に待つための歩道も狭く、車の往来も多い。

１・２年生
３年生
おいしいカレーを
作るぞぉ～。

自然ってすごいなあ～。

（C 案）現在使用している通学路
・子どもたちが慣れていて、比較的安全であるが、工事車両の出入りや工事に伴う落下物の危険
はないのか。
（その他の意見）
・今回、通学路を変更しても工事の工程によっては更に通学路を変更することになるのではな
いか。
・喫煙所は「厚木第二小学校運営協議会」として地域と共に移転を市に要望してはどうか。
・更にこちらの要望や疑問点、不安点を工事関係機関にぶつけてみたらどうだろうか。
以上のような意見を受け、PTA 校外委員さんの視察結果と工事関係機関への確認の上、通学路
を決めていくという意見でまとまった。
③について
学校の環境整備、登下校の安全見守り、地域活動への関わり等、これからの学校運営協議会で提
案し、取り組めることを各部会で検討していこうという意見でまとまった。
【事務局】

事務局長は当面の間、長谷川教頭とする。
①今後の取組
②学校評価の方法・手順
③人材バンク について話し合った。

【確かな学力育成部会】 部長は、熊崎 昌司さんに決定。
①懇談会での支援 ②学習支援ボランティアの登録 等について話し合った。
【心と体の健康安全部会】 部長は、菊地 新さんに決定。
①成果が期待できる取組
②不登校児童への対応 等について話し合った。
次回は、2 月 21 日（水）

１３：３０～ 開催することで確認した。

※厚木第二小学校のホームページにも「学校運営協議会」のページを開設いたしました。こちらの方
も随時更新していきますので、ぜひご覧ください。

４年生
６年生

－ 現在の通学路を継続 —
左側の記事にも載せた通学路について、学校運営協議会委員さんや PTA 校外委員さんの現地視察を通
した御意見、そして工事関係機関との話し合いの内容から再度検討し、当面の間（南口再開発工事によ
る新たな乗降ロータリー完成まで）
、現在の通学路を継続していくこととします。
①工事車両の出入りについては、朝は 8 時 30 分以降に行う。下校時間については、出入り口を原則一
箇所として、誘導員に工事関係者も加え必ず複数で対応する。
②落下物については、二重にガードをしている等十分な安全対策をしている。また、十分な配慮をし
て工事を進める。
以上 2 点について、工事関係機関との確認がとれましたので、この決定といたしました。今回の決定に
あたり、PTA 校外委員並びに学校運営協議会委員の皆様には現地視察をはじめ、貴重な御意見をいただ
きました。改めてお礼申し上げます。と共に、これからも安全な登下校ができるよう努力してまいりま
す。ご家庭の皆様におかれましてもご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

１日(金) 4 年生車いす体験
４日(月) 登校指導
５日(火) 朝会 委員会活動
６日(水) ぐりぐら冬のおはなし会
１１日(月)～１５日(金)
学期末清掃週間 かぜ予防週間
1２日(火) ふれあい朝会 親子清掃
クラブ活動

13 日(水)～15 日(金)
5 年生ふれあい授業(各クラス)
13 日(水) 下校指導
14 日(木) 代表委員会
18 日(月) 交通安全の日
19 日(火) 給食終了
20 日(水) 特４
21 日(木) 特４
22 日(金) 終業式 特４

