
平成２１年度 第１回パートナー会議議事録 

日時：平成 21年 4月 16日（木）19：00～20：30 
場所：秋津小学校 2階会議室 
司会：井桁・鮎川   記録：林田 

【出席者】 
秋津まちづくり会議副議長  鮎川 由美 公募による委員       伊藤 知通 
秋津コミュニティ代表    橋村 清隆 公募による委員       浦嶋 裕 
学校体育施設利用団体    斉藤 鉄男 公募による委員       桐生 康介 
学校支援ボランティア    麻生美智子 公募による委員       立場 昭彦 
学校支援ボランティア    竹林 輝夫 秋津小学校校長       菅  久 
学校支援ボランティア    小関 秀夫 秋津小学校教頭       山口 喜弘 
学校支援ボランティア    車  育子 秋津小学校教務主任     山田 芳実 
秋津小学校ＰＴＡ会長    小野千亜希 秋津小学校研究主任     井桁 淳子 
秋津小学校ＰＴＡ副会長   斉藤 勝 秋津幼稚園教頭       林田 輝美 
 
１． 委員長あいさつ                                
   公募による委員の方も決まり、２１年度が始まりました。パートナー会議スタート

の頃から、秋津小学校の卒業生をメンバーとして迎えたいと願っていました。今年

度その願いが叶いまして、桐生さんがメンバーに入りました。皆さん１年間よろし

くお願いします。 
２． 校長あいさつ                                 

学校も新しいメンバーで参加させていただきます。今日は、朝から幼稚園のＰＴＡ

総会、午後は小学校のＰＴＡ総会がありました。 
   このパートナー会議が中心となって、学校が回っているということを昨年１年間で

感じました。今年度もよろしくお願いします。 
３．メンバー自己紹介・近況報告                           
   ～省略～ 
                                          
４． 委員長・副委員長選出                             
   平成２１年度委員長及び副委員長を選出する。 
   委員長・・・・鮎川 由美（秋津まちづくり会議副議長） 
   副委員長・・・桐生 康介（公募による委員） 
          小野千亜希（秋津小学校ＰＴＡ会長） 
                                          

５ ．  事 務 局 か ら の 報 告       

（１）平成２０年度第１１回パートナー会議議事録および第３回学校運営協議会議事録に

ついて・・・資料１ 
   山田～資料に基づいて報告 
（２）年間学校行事予定について・・・資料２ 
   山田～資料に基づいて報告 
   鮎川～資料の中に、毎月第３木曜日にパートナー会議を加えてください。 
      合わせて、公開研究会と運動会は参加するとして予定に入れてください。 

山田～今年度は、毎週月曜日にＡＬＴが来る予定です。昨年以上に国際的な活動が



入っています。 
（３）学社融合授業等の活動予定について・・・資料３ 
   井桁～資料に基づいて報告 
   井桁～「クリーン＆グリーン運動」について説明 
       ４月７日は、３名の方に・４月１６日は、４名の方に 
       －時間帯を知らせてほしい－ 
       クリーン運動は、午前８時２０分～３５分頃 
       グリーン運動は、午前９時～１１時頃 
（４）昨年度の校内研究の概要と今年度の研究の重点について・・・資料４ 
   井桁～資料に基づいて報告 
   鮎川～ここで聞いてみたいことはありますか？いろいろな課題を踏まえて今年度進

めていってほしいということでよろしいですか。 
（５）『パートナー会議』運営事項について・・・資料６ 

鮎川～新しいメンバーの方は、よく目を通しておいてください。気が付いたことが

あれば、後半話し合っていきたいと思います。 
                                          
６． 協議事項                                  

（１）平成２１年度学校経営方針について・・・資料５ 
   菅 ～資料に基づいて提案 

やりたいこと、今年の１番は運動に関することです。体力向上だけの意味で

はなく、子どもが「生きること」を中心に行っていきたい。 
      病気にかからないという意味での「体力」をやりたい。例えば、「早寝早起き

朝ご飯」「規則正しい生活」など、子どもの健康・安全あるいは心の問題など。

いいアイディアがあれば、全体構想の図式の中に入れたいと考えています。 
   小野～校長先生から聞いた話を子どもが「丈夫な体で健康な心」と話していました。 
   菅 ～折に触れ、子ども達には、「欠席ゼロにしましょう」と話してきている。昨年

度末、欠席が多かった時期があり、運動だけでいいのか疑問に思っている。 
   鮎川～「心も体もたくましい」ということですね。 
   菅 ～挨拶については、そのまま続けていきたい。 
   鮎川～今年度は、目標の順番を変えていけばよいのではないでしょうか。 
   菅 ～重点目標で、運動が好きというより、学校を休まないなど、「心も体も健康に」 

ということを表したいと考えている。 
   鮎川～何をやるにもまずは「体力」ということですね。 
   麻生～「体力」は、生きていくうえでは、一番大切であるので良いと思います。 
   鮎川～校長先生のお考えで承認するということでよろしいですか。 
   麻生～食育ができれば、体力もつきます。 
   鮎川～心も体もバランスよく健康で、ということで方針についてはよろしいですか。 
（２）議事録作成の当番について・・・資料７ 
   鮎川～議事録をメンバーで交代して作成していますが、今年もこのような形でよろ

しいですか？（記載内容をもっと簡略にする。例えば決定事項は記載する） 
【当番】 

   ４月 林田（事務局）        １０月 浦嶋（公募による委員） 
   ５月 小野（秋津小学校ＰＴＡ会長） １１月 桐生（公募による委員） 
   ６月 伊藤（公募による委員）    １２月 立場（公募による委員） 
   ７月 斉藤（秋津小学校ＰＴＡ副会長） １月 鮎川（秋津まちづくり会議副議長） 



   ８月 車（学校支援ボランティア）   ２月 小関（学校支援ボランティア） 
   ９月 橋村（秋津コミュニティ代表） 
   鮎川～資料７の議事録作成者の欄に、各々のアドレスを入れる。 

議事録作成し、事務局へのファイル送信の際は、「パートナー会議の○○です」

と示すようお願いします。 
                           協議事項終了 

                                          
７ ．  そ の 他       

○平成２１年度秋津小学校ホームページについて 

   小関～・サクラの花とクスノキを掲載しました。 

      ・学校支援地域本部事業について掲載しました。 

      ・学校紹介のクラスの人数など変更しました。 

      ・学校行事の２１年度分を追加しました。 

      ・学校便り、学校運営協議会とパートナー会議について追加しました。 

   鮎川～小関さんを中心に更新できるようにしたいので、追加したいことなどは、小

関さんに連絡してください。 

  ○学校支援ボランティアについて 

   鮎川～「学校支援ボランティア」は、学習・遊び・環境・情報・安全の５つのボラ

ンティアになっているので、パートナー会議のメンバーは、どこかに所属を

お願いしたい。じっくりお考えいただき、次回までに決めておいてほしい。

資料を新１年生にも配布をお願いしたい。 

  ○事務局から 

   山田～・学校の敷地内の畑が２ヶ所空いているので、募集を呼びかけていきたい。 

       （支援ボランティアも広げていきたい） 

      ・資料８の学校支援ボランティア登録申請書については、現在は使用してい

ないが、県への報告や市全体で動いていただける方として 

      ・習志野市のボランティア保険が使えるので、わずかであるが、何かあった

ら使ってほしい。 

  ○その他 

   橋村～土曜日午前９：３０集合で、子ども会を中心にこいのぼりをあげる。参加で

きる方はお願いしたい。 

   麻生～自転車での飛び出しが危なかったので、気をつけるよう呼びかけていきたい。 

   鮎川～本部は社会福祉協議会なので、ボランティアをやっていて、思い当たるのも

があれば、出してほしい。 

      パートナー会議で要望を出し、市に申請したいので、次回までに考えておい

てください。 

   竹林～冬の帽子を要望したい。 

   山田～昨年の図書室の本棚については、今の所間に合っている。 

   浦嶋～千葉工大から要望すれば、椅子がいただけるとのこと。希望があれば浦嶋さ

んまで。 

   車 ～子ども環境学会についてのご案内 

   桐生～ビオトープのポンプの調子がおかしいが・・・事務局～今修理を依頼してい

るところである。子どもの田植えまでには直したい。 

   山田～資料の中の名簿の名前など確認をお願いします。 

   鮎川～引っ越された高松さんに代わる民生委員を探しているところです。決まるま



で空席にしておくことを承諾してください。 

                                 以上終了 



平成２１年度 第２回パートナー会議議事録
日時：平成 21 年 5 月 21日（木）19：00～ 20：30
場所：秋津小学校 2 階会議室
司会：井桁・桐生 記録：小野

【出席者】

秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 秋津小学校ＰＴＡ副会長 齋藤 勝

秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 公募による委員 伊藤 知通

学校体育施設利用団体代表 斉藤 鉄男 公募による委員 浦嶋 裕

社会福祉協議会秋津支部支部長原田 靖久 公募による委員 桐生 康介

学校支援ボランティア 麻生美智子 公募による委員 立場 昭彦

学校支援ボランティア 竹林 輝夫 秋津小学校校長 菅 久

学校支援ボランティア 小関 秀夫 秋津小学校教頭 山口 喜弘

学校支援ボランティア 車 育子 秋津幼稚園教頭 林田 輝美

学校支援ボランティア 川名 和夫 秋津小学校教務主任 山田 芳実

秋津小学校ＰＴＡ会長 小野千亜希 秋津小学校研究主任 井桁 淳子

１ 委員長あいさつ

今回より議長を委員長と副委員長の３人で持ち回り。

２ 校長あいさつ

昨日市内陸上大会があり大変盛り上がりました。例年通り上位３校は、大久保東小，谷津小、

津田沼小でしたが、秋津小も私の予想以上によく健闘しました。

３ メンバー近況報告

原田 学校の畑が３区画空いたがうまった。

麻生 今年も２年生の支援をする。例年の編み物，折り紙，縄ない，詩吟に加え，今年は布

ぞうり，絵手紙も支援できる。ところで，「高齢者とかかわるとはどういうことか？」

ちゃんと説明をしてほしい。

小関 ホームページを連休明けに刷新した。

車 「地域であそぼう」に１年生がとても多く入ってきた。個人的には，夏休み明けから

遊び支援ボランティアができる。

川名 果樹園の手入れをした。びわがそろそろ食べ頃。

鮎川 まちづくり会議では今週土曜日にウォークラリーがある。

今年の音楽亭は１２／１９（土）に確定。

青少年問題協議会にて，「秋津小はなぜ不登校が少ないのか？」と質問された。

校長 これと断言できるものはないが，ひとつの考えとしては，生徒数が少ないので，生徒

一人一人に対する先生の目やそれに加えて地域の目が多いからではないか。

伊藤 環境問題について考える機会があった。

浦嶋 第１回の秋津創立３０周年記念行事実行委員会を４／２６に開催した。

桐生 木々の片付け（環境ボランティア）をした。

立場 先週行われた七中の体育祭でのこと。こちらが指示したのではないのに生徒が自主的

にテントの後片付けを手伝ってくれた。小学校で身につけたものが中学でも生かされ

ている気がする。先日の市Ｐの集まりで最近モンスター・ペアレンツが増えている，

親の背中を見て子は育つ，という話があった。

林田 先日ＰＴＡが主体になって読み聞かせをしてくれて嬉しかった。

４ 事務局からの報告

（１）平成２１年度第１回パートナー会議議事録について・・・資料１



井桁～資料に基づいて報告

（２）学社融合授業等の活動について・・・資料２

井桁～資料に基づいて報告

（３）平成２１年度第１回学校運営協議会議事録について・・・資料３

井桁～資料に基づいて報告

５ 協議事項

（１）平成２１年度学校評価計画について・・・資料４

山田 （資料に基づいて提案）

伊藤 「平成２１年度学校重点目標の具体的姿」の文面についての質問。 「○自分のこ

と ばで表現できる」の中の第３番目と第５番目の項目はどう違うのか説明してほし

い。

山田 第３番目の項目のポイントは、「言葉のキャッチボール」。 第５番目のポイントは

「その場面にふさわしい」。

齋藤勝 校長の作った学校教育目標に対し、各担任の先生はどのように目標達成に向けて動

くのか？

菅 各担任は学級教育目標を作る。

齋藤勝 保護者がそれを閲覧することは可能か？

菅 他の個人情報なども一緒に記載されていることがあるので無理。クラスには学級目

標が貼ってあるし，学校全体でも今月の目標という形で明示している。

（２）「遊び支援システム」について・・・資料５

山田 資料に基づいて提案。４の問題点についてですが、和室はひとつなので場所の確保

に問題がある。また、各担任はそれぞれ自分の受け持ちのクラスにつきたいだろう

から、人手不足も問題。

麻生他 ロング昼休みの時間帯を教えてほしい。遊びの内容を考えるため。

山田 ロング昼休みは第１・３（木)１２：５５～約４０分。

～｢学校と地域の新しい関係作り｣（資料５裏面記載）について～

麻生 表中の｢遊び支援システム｣から「サロン秋津」は消してください。

車 ｢学習支援システム｣の中に｢秋津 地域であそぼう｣も入れてください。

橋村 遊び支援システムについての学校のスタンスはどちら？大人に子供があわせるのか、

それとも逆？

山田 子供の必要に対して大人があわせるスタンス。

齋藤勝 前回の会議でパートナー会議メンバーは何れかの「学校支援ボランティア」に所属

することになっているので次回報告してくださいとの話だったが、何れかに所属す

ることの根拠は？

鮎川 義務ではないが、所属している箇所のとりまとめをしてもらえるとありがたい。

菅 ｢しばり｣とは考えないでほしい。｢しばり｣ではなく、応援してほしいという意味。

６ その他

山口 ・給食室への搬入の車のために、コミュニティ側の駐車場に駐車する際には、ごみ倉

庫の前を空けて駐車してほしい。

・自転車を駐輪する際には、学童室階段をふさがないようにしてほしい。

・来年度、校舎の大規模改修がはいるかもしれない。

・最近不具合の続くビオトープ改修工事に、千葉県の補助金制度が利用できるかもし

れない。申込締切は６ /８。整備改修事業の費用の２ /３を県が負担、残りは自己負
担で、県支援の最高金額は１００万円(１５０万円の事業ができるということ）。審

査結果の回答は７月中旬ごろ予定。

鮎川 それでは、ビオトープについては、以下の方が担当ということでお話を進めていただ

きたい。(山口、原田、竹林、橋村、斉藤鉄、車、槇） 以上終了



 

＜資料 １＞ 

平成 21 年度 第 3 回パートナー会議議事録

     日時：平成 21 年 6 月 18 日（木）19:00～20:50 

     場所：秋津小学校 ２階 会議室 

     司会：井桁・小野  記録：伊藤 

【出席者】 

1 秋津まちづくり会議副議長 鮎川　由美 12 秋津小学校PTA副会長 齋藤　勝

2 秋津コミュニティ代表 橋村　清隆 13 公募による委員 伊藤　知通

3 学校体育施設利用団体 斎藤　鉄男 /欠 14 公募による委員 浦嶋　裕

4 社会協議会秋津支部支部長 原田　靖久 15 公募による委員 桐生　庸介

5 民生委員・児童委員            /未定 16 公募による委員 立場　昭彦

6 学校支援ボランティア代表 麻生　美智子 17 秋津小学校校長 菅　　久   /欠

7 学校支援ボランティア代表 竹林　輝夫 18 秋津小学校教頭 山口　喜弘

8 学校支援ボランティア代表 小関　秀夫 19 秋津幼稚園教頭 林田　輝美

9 学校支援ボランティア代表 佐竹　正美 20 秋津小学校教務主任 山田　芳実

10 学校支援ボランティア代表 川名　和夫 /欠 21 秋津小学校研究主任 井桁　淳子

11 秋津小学校PTA会長 小野　千亜希

 

※配布資料の訂正 
  ・第 2 回議事録の出席者リストから原田さんの名前が抜けているので追加 

 

１ 委員長挨拶 
  新型インフルエンザが習志野市でも発生したが、ボランティア活動は健康でないと出来ないので

健康には注意してほしい。 
 
２ 教頭挨拶 
  校長は出張中により欠席。最近皆さんの顔と名前が一致してきた。新型インフルエンザについて

は今は秋本番に向けての予行演習だと考えている。 
 
３ メンバー近況報告 
 橋村：戸締まりの件はルールを徹底していきたい。ガラスが割れた件は原因不明だが、学校の対

応ありがとうございました。7 月 4 日と 5 日に菊田こどもまつりでお化け屋敷を開催予定。 
 麻生：2 年生の支援で、鈴虫をなぜ配る等の話をした。なかよしふれあい給食が始まった。 
 竹林：登校時、子どもと自転車が接触しそうになった。自転車は弾みで転倒。信号が青で子ども

が走って道路を渡ろうとしたときの出来事で、子どもには信号が青でも横からの自転車を
確認するよう指導した。ビオトープのアオコが多いので適宜取り除いている。 

 小関：交通指導、クリーン・グリーンのお手伝いをしている。大人が自転車ルールを守っていない。
ヴェルデコアの近くでは信号無視が多い。おまわりさんを入れて何とかしたらよいと思う。 

 佐竹：車さんの代理として出席。「地域で遊ぼう」に一年生が参加。工作サークル、ビー玉遊びに
20 名以上が参加。 

 鮎川：お互い顔を見ながら話ができるよう会議のテーブル配置を変更した。まちづくり会議として 6
月 6 日、7 日に谷津干潟祭りに模擬店を出した。子ども達のコーラスは、後片付けをして
いたため聴くことが出来なかった。6 年生の総合学習に参加を予定。 

 小野：4 年生の学年レクに参加した。父親も 7 名が参加。 
 浦嶋：5 月と 6 月はいろいろと忙しかったので、これからは地域に目を向けていきたい。 
 桐生：5 月末に七中 30 周年記念の初期座談会に出席し楽しい時間を過ごした。 
 立場：七中の後期座談会で秋津幼稚園出身の 20 歳のひとがすばらしい話をしていた。新型イン

フルエンザの流行に関して、教育委員会に親から修学旅行の実施について苦情が多く寄
せられた学校があった。 

 



 

＜資料 １＞ 

平成 21 年度 第 3 回パートナー会議議事録

     日時：平成 21 年 6 月 18 日（木）19:00～20:50 

     場所：秋津小学校 ２階 会議室 

     司会：井桁・小野  記録：伊藤 

【出席者】 

1 秋津まちづくり会議副議長 鮎川　由美 12 秋津小学校PTA副会長 齋藤　勝

2 秋津コミュニティ代表 橋村　清隆 13 公募による委員 伊藤　知通

3 学校体育施設利用団体 斎藤　鉄男 /欠 14 公募による委員 浦嶋　裕

4 社会協議会秋津支部支部長 原田　靖久 15 公募による委員 桐生　庸介

5 民生委員・児童委員            /未定 16 公募による委員 立場　昭彦

6 学校支援ボランティア代表 麻生　美智子 17 秋津小学校校長 菅　　久   /欠

7 学校支援ボランティア代表 竹林　輝夫 18 秋津小学校教頭 山口　喜弘

8 学校支援ボランティア代表 小関　秀夫 19 秋津幼稚園教頭 林田　輝美

9 学校支援ボランティア代表 佐竹　正美 20 秋津小学校教務主任 山田　芳実

10 学校支援ボランティア代表 川名　和夫 /欠 21 秋津小学校研究主任 井桁　淳子

11 秋津小学校PTA会長 小野　千亜希

 

※配布資料の訂正 
  ・第 2 回議事録の出席者リストから原田さんの名前が抜けているので追加 

 

１ 委員長挨拶 
  新型インフルエンザが習志野市でも発生したが、ボランティア活動は健康でないと出来ないので

健康には注意してほしい。 
 
２ 教頭挨拶 
  校長は出張中により欠席。最近皆さんの顔と名前が一致してきた。新型インフルエンザについて

は今は秋本番に向けての予行演習だと考えている。 
 
３ メンバー近況報告 
 橋村：戸締まりの件はルールを徹底していきたい。ガラスが割れた件は原因不明だが、学校の対

応ありがとうございました。7 月 4 日と 5 日に菊田こどもまつりでお化け屋敷を開催予定。 
 麻生：2 年生の支援で、鈴虫をなぜ配る等の話をした。なかよしふれあい給食が始まった。 
 竹林：登校時、子どもと自転車が接触しそうになった。自転車は弾みで転倒。信号が青で子ども

が走って道路を渡ろうとしたときの出来事で、子どもには信号が青でも横からの自転車を
確認するよう指導した。ビオトープのアオコが多いので適宜取り除いている。 

 小関：交通指導、クリーン・グリーンのお手伝いをしている。大人が自転車ルールを守っていない。
ヴェルデコアの近くでは信号無視が多い。おまわりさんを入れて何とかしたらよいと思う。 

 佐竹：車さんの代理として出席。「地域で遊ぼう」に一年生が参加。工作サークル、ビー玉遊びに
20 名以上が参加。 

 鮎川：お互い顔を見ながら話ができるよう会議のテーブル配置を変更した。まちづくり会議として 6
月 6 日、7 日に谷津干潟祭りに模擬店を出した。子ども達のコーラスは、後片付けをして
いたため聴くことが出来なかった。6 年生の総合学習に参加を予定。 

 小野：4 年生の学年レクに参加した。父親も 7 名が参加。 
 浦嶋：5 月と 6 月はいろいろと忙しかったので、これからは地域に目を向けていきたい。 
 桐生：5 月末に七中 30 周年記念の初期座談会に出席し楽しい時間を過ごした。 
 立場：七中の後期座談会で秋津幼稚園出身の 20 歳のひとがすばらしい話をしていた。新型イン

フルエンザの流行に関して、教育委員会に親から修学旅行の実施について苦情が多く寄
せられた学校があった。 

 



 

 山口：谷津干潟まつりに金管クラブが出演したので同行した。6 年の総合学習にこれからも多くの
お手伝いをお願いしていくことができればと思っている。ガラスが割れた件に関して、警察
に警邏をお願いしたらどうかという話が社会教育課からあったが、続くようであれば考える
と返事してある。 

 林田：園児の数が 46 名から 2 名増え 48 名になった。香澄公園に菖蒲を見に行ってきたがその後
の給食の食べっぷりがよかった。園の畑の雑草処理や遊具について地域の人に助けても
らっている。 

 齋藤（勝）：公民館の学習圏会議に出席した。 
 
４．報告事項 
（１）第 2 回パートナー会議議事録について（井桁） 
  ・資料１をもとに報告 
（２）学社融合授業等の活動について（井桁） 
  ・資料２をもとに報告 
（３）ビオトープ改修工事について（山口） 

・資料３をもとに報告。質疑・応答、意見は以下の通り 
・作業スケジュールが 7 月・8 月予定だが、ある程度遅れても報告時期に間に合えばよい 
・委員会名が規約と申請書で異っているので訂正の必要あり 
・補助金申請者負担分については 7 月上旬に申請結果が出るのでその後考える 
・先生方、子どもたち、地域が一緒になって改修を行うのがよい 
・PTA としてどのように進めるかが決まるまでには時間が必要 
・懸案のポンプについては、しばらくは問題なく動作すると考えている 

 
５．協議事項 
（１）学校評価について （山田） 
  ・資料４をもとにアンケート項目について説明 
  ・１．同じ文言、２．短い言葉で、３．勘違いを起こさない、を観点に項目を設定 
  ・2 学期にアンケートを実施したい 
  ・項目が多いので、次回までに読んできてコメントしてほしい 
（２）遊び支援ボランティアについて （山田） 
  ・資料５をもとに以下の問題があることを説明 

 ロング昼休みに参加可能なボランティアを見つけるのは難しい 
 教員が付きそうにはスケジュールが厳しい。 
・協議でだされた意見 
- 子どもの「遊び」に大人が入っていくと、それはもはや遊びではなくなる。子どもは自分の
好きなように遊びたいもの 

- 昼休みには子どもの中には入っていけない。子どもにとって迷惑であり、やらない方がよ
い。 

- 竹馬のような興味をもつことをやれば出来るのではないか。 
- ボランティアとして呼ばれた人も、呼んだほうも無理が出てくる。 
- できる人ができるときに楽しくやれるようにすべき。 
- 山田先生が無理して人を探す必要はない。 
- 遊び支援を学校支援に含めるといったことも考えて、あまり組織図にとらわれず運営して
いけばよい。 

・結論 
今後、1 年間かけて良い運営方法を考えていく 

 
 
６．その他 
 鮎川：6 月 23 日に高校の先生他を対象に、秋津小学校コミュニティスクールについて発表を行う。 

 

 



平成 21 年度 第 4 回パートナー会議議事録 

 

日時：平成 21 年 7 月 16 日（木）19:00～20:00 

場所：秋津小学校 2 階会議室 

司会：井桁/鮎川    記録：齋藤 

 

【出席者】 

1 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 9 秋津小学校 PTA 会長 小野 千亜希 

2 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 10 秋津小学校 PTA 副会長 齋藤  勝 

3 学校体育施設利用団体 斎藤 鉄男 11 公募による委員 浦嶋  裕 

4 社会協議会秋津支部支部長 原田 靖久 12 秋津小学校校長 菅   久 

5 学校支援ボランティア代表 麻生 美智子 13 秋津小学校教頭 山口 喜弘 

6 学校支援ボランティア代表 竹林 輝夫 14 秋津幼稚園教頭 林田 輝美 

7 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 15 秋津小学校教務主任 山田 芳実 

8 学校支援ボランティア代表 車  育子 16 秋津小学校研究主任 井桁 淳子 

 

1. 委員長挨拶 
袖ヶ浦 溝口商会よりスポーツタイマーの寄付があった。 

高校の先生他を対象に秋津コミュニティースクールについて講演を行った。 

 

2. 校長挨拶 
明日から夏休みが始まる。夏休み中は地域の皆さんの活動にお世話になることも多い。よろしくお願いいた

します。 

 

3. 近況報告 
斎藤：ラジオ体操が始まる（7/19～7/31、8/20～8/31）。都合の良い方は参加してほしい。 

麻生：今年も鈴虫の配布を行う。（申し込み：14 名）7/末に子供と保護者で実施する。 

橋村：7/18～7/19 でデイキャンプを開催する（参加者 123 名）。テントが借りられればあればありがたい。 

竹林：登校指導もあと 1 日。先月末に転倒事故があった。 

原田：7/26 に「きらっと 2009 市民まつり」が開催される。ばか面踊りに参加してほしい。 

 

4. 事務局からの報告 
（１） 第 3回パートナー会議議事録について  資料１をもとに報告 

（２） 学社融合授業等の活動について  資料２をもとに報告 

（３） 日曜参観アンケートについて  アンケート集計結果をもとに報告 

 



5. 協議事項 
（１） 学校評価について 

＜決定事項＞ 

・「自分のことばで表現できる」 低学年は設問⑤の内容を理解できないのではないか？ 

⇒担任が説明して対応する。 

・「進んであいさつができる」 設問①と②の内容は同じではないか？ 

⇒設問①②をまとめて「元気よく、大きな声であいさつをしている」などにする。 

・「進んであいさつができる」 設問④に「こんにちは」があってもよい。 

⇒「こんにちは」を加える。 

 

◎次回は質問用紙の形で紹介する。 

 

（２） ビオトープ改修工事日程について 

＜状況説明＞ 

・千葉県環境生活部より生物多様性体験学習事業補助金の補助事業決定の通知があり、「委員会

名簿」「実行委員会規約」を提出した。 

・今日は規約および保護者・地域への案内方法について検討したい。 

 

＜決定事項＞ 

・実行委員会規約を承認した。 

・実行委員会副委員長：菅校長・小野 PTA 会長とした。（承認）  

・会計監査：山口教頭・山田教務主任とした。（承認） 

・保護者へは 7/17 に全校配布する。内容はビオトープを整備することの案内である。 

・地域の方へは全戸配布で案内する。 

・今後の進め方・整備箇所・日程などは、整備について知識や経験のある方に7/25午後に集まって

いただき、詰めていく。 

・日程などの詳細や募集については随時案内していくことにする。 

 

 

以上 



平成２１年度 第５回パートナー会議議事録 
日時：平成２１年８月２０日（木） 

１９：００～２０：００ 

場所：秋津小学校 ２階 会議室 

                                  司会：井桁・桐生 記録：車 
 
【出席者】 
1 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 12 秋津小ＰＴＡ副会長 齋藤 勝 

2 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆/欠 13 公募による委員 伊藤 知通 

3 学校体育施設利用団体 斉藤 鉄男 14 公募による委員 浦嶋 裕 

4 社福協議会秋津支部部長 原田 靖久 15 公募による委員 立場 昭彦/欠

5 民生・児童委員 欠員 16 公募による委員 桐生 庸介 

6 学校支援ボランティア代表 竹林 輝夫/欠 17 秋津小学校校長 菅    久 

7 学校支援ボランティア代表 麻生美智子 18 秋津小学校教頭 山口 善弘 

8 学校支援ボランティア 小関 秀夫 19 秋津幼稚園教頭 林田 輝美 

9 学校支援ボランティア代表 車  育子 20 秋津小学校教務主任 山田 芳実 

10 学校支援ボランティア代表 川名 和夫 21 秋津小学校研究主任 井桁 淳子 

11 秋津小ＰＴＡ会長 小野千亜希   

 
１．委員長あいさつ 
新型インフルエンザの予防をお願いしたい。ビオトープ委員会が始動しているので、

ご協力を。22日から作業部会（仮称）は作業に入ります。 
２．校長あいさつ 

8月 11日、交通事故の報告があった。赤信号に自転車で車道に出てしまったが、膝を
うっただけで軽くすんだ。自動車と接触したわけでなく安心したが、今後、自転車の

乗り方の指導をしなくてはと思った。 
３．メンバー近況報告 
 車 ：「秋津・地域であそぼう！」の「算数・数学教室」は夏期講習をしています。 
    8月 22日（土）工作教室、8月 30日（日）花火大会を行なう予定です。 
 麻生：七中で独居老人に給食サービスを行なっている。秋津小出身の生徒は小学校時代      

 にやった事があるのでスムーズだし、挨拶もちゃんと出来る。 
 原田：今週の土曜日に、地域討論会を社福を中心に計画している。地域の団体の方々を 
    お呼びして、手打ちそばなどを食べながらざっくばらんな会にしたい。 
    果樹園の木に虫が付いているので、１０月か１１月頃駆除をしたい。 
 鮎川：秋津の町生誕３０周年の会から、ビオトープ改修のため１０万円寄付したい。次

の実行委員会で決定する。 
 齊藤：ビオトープの作業を８月２２日（土）９時から１１時半までします。 
 山口教頭：大規模改修を控えているが多目的トイレを作る予定です。場所はどこがいい  



   か意見がほしい。 
４．事務局からの報告 
（１）第４回パートナー会議の議事録について （資料１をもとに報告） 
（２）学社融合授業等の活動について     （資料２をもとに報告） 
（３）ビオトープ改修工事について      （資料３をもとに報告） 
５．協議事項 
 （１）学校評価について           （資料４をもとに報告） 
   前回の会議の意見をふまえ、２学期に実施したい。 
 （２）重点目標「自分の言葉で表現する」への取り組みについて 
                       （資料５をもとに報告） 
   ・教師に読んでもらい努力目標として使用してもらう。 

     ・討論会やジェスチャー等をもりこんでも良いのではないか。 
     ・児童に表現力を付けるには教師の授業力を高める工夫が必要。 
６．その他 
 菅校長より 
・習志野市全体の園長会議で、千葉大の明石教授のお話を聞く機会があった。子ども 
に自分で考える能力をつけるには、大人は先回りしたり、答えを先に言ってしまっ

たりせず、一呼吸いれ、子どもが考える時間と雰囲気づくりをする工夫がいる。 
 
                                   以上  



平成２１年度 第６回パートナー会議議事録 
日時：平成２１年９月１７日（木） 

１９：００～２０：３０ 

場所：秋津小学校 ２階 会議室 

                                 司会：井桁・小野 記録：橋村 
 
【出席者】 
1 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 12 秋津小ＰＴＡ副会長 齋藤 勝/欠 

2 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 13 公募による委員 伊藤 知通/欠

3 学校体育施設利用団体 斉藤 鉄男/欠 14 公募による委員 浦嶋 裕 

4 社福協議会秋津支部支部長 原田 靖久 15 公募による委員 立場 昭彦/欠

5 民生・児童委員 欠員 16 公募による委員 桐生 庸介 

6 学校支援ボランティア代表 竹林 輝夫 17 秋津小学校校長 菅    久 

7 学校支援ボランティア代表 麻生美智子 18 秋津小学校教頭 山口 喜弘 

8 学校支援ボランティア代表 車  育子/欠 19 秋津幼稚園教頭 林田 輝美 

9 学校支援ボランティア代表 川名 和夫 20 秋津小学校教務主任 山田 芳実 

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 21 秋津小学校研究主任 井桁 淳子 

11 秋津小ＰＴＡ会長 小野千亜希   

 
１．委員長あいさつ 
先日出席した｢みんなで取り組む千葉教育会議｣で、積極的に学校に協力してくれる企

業が出てきているとの話がありました。 
スポーツタイマーを寄贈していただいた溝口商会様に感謝状を贈りました。 

２．校長あいさつ 
インフルエンザ感染者は秋津小学校ではまだ出ていない。本日、第七中学校でＡ型と

診断された生徒が 1名出た。市内の感染者は１００名を超えており、4校で学級閉鎖が
行われた。これから、運動会や修学旅行と行事が控えており心配している。子供達に

は毎日健康観察を行わせ、学校の行き帰りは出来るだけマスクを着用させることにし

ている。 
給食は来年度から調理のみ民間業者への委託となり、説明会を実施したいとのことで

ある。 
３．メンバー近況報告 
 桐生：インフルエンザ感染者が何人出れば、行事が中止となるのか？ 
 菅校長：明確な基準はないが、ふつうは二人以上としているようである。 
麻生：学校支援ボランティアで 2年生を対象に「つくしんぼ体験」を始めます。 

 原田：9月 14日から「ばか面踊り」の指導をしているが、指導者が確保できず 2人で四
苦八苦している。 

浦嶋：秋津まつりは 1学級閉鎖でも実施したい。 
菅校長：学年閉鎖になるようだったら、秋津まつりの参加は自粛するが、学校を会場とする



のは問題ない。 
 竹林：9月に入り安全支援をしているが、子供達は一人も休まないで通学している。 

ビオトープの田んぼの稲刈りと脱穀は終了した。 
 鮎川：斉藤鉄男さんから安全支援の方達に「ラジオ体操のご協力ありがとうございまし

た。来年度もよろしくお願いします」とお礼の伝言を頂きました。 
 小野：ビオトープ改修は 4 回実施しました。参加者をあまり集めることができませんで

したが、長い目で見守って下さい。 
 橋村：運動会の地域種目は参加者名簿の整理中です。まだ参加者が少ないので知り合い

の方への声掛けをお願いします。今年は「おさるのかごや」に代わって「おむす

びころりん」を復活しました。 
４．事務局からの報告 
（１）第５回パートナー会議の議事録について （資料１をもとに報告） 
（２）学社融合授業等の活動について     （資料２をもとに報告） 
５．協議事項 
（１）ビオトープ改修工事について 
   ・現在までの進捗状況について、山口教頭より説明があった。8月 22日に第 1回改

修作業を実施し、現在までに４回の改修作業を実施した。 
 ・ビオトープ整備収支案について（資料３と別紙見積りをもとに説明、山口教頭） 

   ・観察会の講師を探している。できれば学区外から探したい。 
・本格的な工事は秋津まつりが終わってから行う。 
・池を干す場合は、土日連続で実施する必要がある。 
・材料については時間がかかるものがあるので、早急に発注する必要がある。 
・改修工事の参加者を集めるためには、しつこく案内すべきである。 

 （２）公開研究会の役割分担について     （資料５をもとに説明） 
   ・全体協議会の発表について 

昨年の内容に、ビオトープ改修など苦労したことを追加した方が良いとの意見が

あり、山田・鮎川・浦嶋で検討することになった。 
・役割分担は以下の通りとする。 
来賓受付：鮎川 駐車場誘導：桐生、竹林 全体会写真記録：小関、浦嶋、伊藤 
書籍販売：竹林、ＰＴＡ 

６．その他 
 山田主任より 

学校評価アンケートは配布済みで、現在回収中である。学校支援ボランティアにも

配布していく。パートナー会議メンバーには本日配布しますので回答よろしくお願

いします。 
                                   以上  



    第七回 パートナー会議議事録 
 

       日時 ：１０月１５日 １９：００－２０：４５  
       場所 ：秋津小学校 ２階会議室 
       司会 ：井桁・鮎川、議事録：浦嶋 
出席者  
１． 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 １２．秋津小ＰＴＡ副会長  斉藤 勝（欠） 
２． 秋津コミュニティ代表  橋村 清隆 １３．公募による委員  伊藤 知通 
３． 学校体育施設利用団体  斉藤 鉄男 １４．公募による委員  浦嶋 裕 
４． 社福協議会秋津支部支部長 原田 靖久 １５．公募による委員  立場 昭彦（欠） 
５． 民生・児童委員  欠員  １６．公募による委員  桐生 庸介 
６． 学校支援ボランティア代表 竹林 輝夫 １７．秋津小学校校長  管  久 
７． 学校支援ボランティア代表 麻生 美智子 １８．秋津小学校教頭  山口 善弘 
８． 学校支援ボランティア代表 車  育子 １９．秋津幼稚園教頭  林田 輝美 
９． 学校支援ボランティア代表 川名 一男 ２０．秋津小学校教務主任 山田 芳実 
１０．学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 ２１．秋津小学校研究主任 井桁 淳子 
１１．秋津小ＰＴＡ会長  小野 千亜希 
 
１． 委員長あいさつ（鮎川） 

 運動会、秋津まつり、行事が立て込んだけれど、運動会も秋津まつりも晴天で、インフルエンザも心配 
 されたが、無事終えることが出来て良かった。 
 

２． 校長あいさつ（管） 
前回のパートナー会議から、運動会、修学旅行、秋津まつりと続いたがよい天気で、運動会も晴天、 
修学旅行の日光も行く先々で雨が止み、天候に恵まれた。 
熱が出た生徒もいたが、幸いインフルエンザではなく無事終えました。 
来年は運動会を５月（第四土曜）に移動したい。 
１２ＣＨ「おはスタ」が取材、２３日（金）７：０５からの番組で秋津小学校が出る。 
 

３． メンバーより 
○小野 ：二学期も運動会、秋津まつりお世話になりまして、ありがとうございました。 
     肩の力が抜けたところではＰＴＡも参加してくれるんだなぁ・・と思いました。 
  これからもよろしくお願いいたします。 
○車  ：子ども１１０番を探そう １０月１８日 １３：３０～ @コミュニティルーム  
  時間・興味のある方はどうぞお越しください。 
○麻生 ：１０月５日 つくし疑似体験が、地域の方１０名、ＰＴＡ３名のお手伝いで行われた。  
     １０月１９、２８日 おじいちゃん、おばあちゃんを交え、公開研のための授業を行う。 
○林田 ：１０月２０日 園児募集の説明会を実施予定。一人でも多くの入園が出来るよう願っています。 
○小野 ：秋津まつりの「秋津っ子バザー」の儲けたお金をビオトープ募金に入れてくれ、やさしい気持ちに 
  触れた気がする。 
○浦嶋 ：秋津まつり準備段階から山田先生にも加わっていただき、登校日ということもありますが、たくさんの  

  生徒さんにも参加・協力いただき、天気もよく、成功することができましたことを、この場をお借りし

  てお礼申し上げます。 



○桐生 ：秋津まつりの「おたのしみ券（旧金券）」と「登校日」がスタートした経緯を知りたい。 
 →出演したお礼と、お祭りで子どもたちに楽しみを与えるためにはじまった。（鮎川） 
 →登校日は経営の方針（地域との関係、ふれあい活動の研究テーマ）、地域とのふれあいを中心に考え、 
  登校日にし山車を担ぎ、地域の人と一緒に活動することに教育的効果が高いと判断し、実施している。 
  「おたのしみ券」は学校の立場として要求することはできないが、地域がおこなってくれるのであれば

  教育的価値もありと考え行ってもらいたい（管校長） 
 

４． 事務局からの報告 
（１） 学校運営協議会の報告について・・・・資料１をもとに報告 
（２） 第６回パートナー会議について・・・・資料２をもとに報告 
（３） 学校行事と学社融合授業などの活動について・・・・資料３をもとに報告 

桐生：明日のビオトープ清掃は何時から？ 
井桁先生：３時間目なので 10時 40分過ぎからになります 
 

５． 協議事項 
（１） ビオトープ整備改修事業の今後の予定・・・資料４をもとに報告（山口教頭） 

今後の予定など、詳細について説明がありました。 
（２） 秋津小学校ビオトープの改修終了後の管理について・・・・資料４をもとに報告 

・整備・改修後の維持・管理の方法について 
・期待される効果について 

（３） ビオトープ整備。改修事業会計について説明 (4-3） 
（４） ビオトープ・フォーラムの資料について説明(4-5～4-9） 
（５） 平成２０年度学校運営協議会消耗品費執行状況について説明 (4-10） 
（６） 平成２１年度学校運営協議会消耗品費執行（案）について説明 (4-10） 
（７） ビオトープ整備改修事業・・作業について補足（川名） 

・ポンプについて荏原製作所と調整 
・雨水タンク…保留 
・谷津南小学校…３ｔの石をいただくことになりました。車を借りてほしい。 
・１０月１７日～１８日フルタイムで作業にかかる 
車：まちづくり会議より１０万円は？（車） 
山口先生：間違いであり→（訂正）秋津誕生３０周年記念事業実行委員会からのものである  
伊藤：１８日もフルタイム？（小野）１０月１８日は一丁目のクリーン・デーである。 
川名：少なくとも１７日だけでは終わらない、１７日だけ昼食出ます。 

（８）「ビオトープ管理委員会」の設立について (4-2） 
 川名：今までやりっぱなしになってきていたので、やるのだったら継続してやってほしい。 
 鮎川：現在のビオトープ整備改修実行委員会が引き継ぐ形で、行く行くは予算を立てて「ビオトープ管理

    委員会」を設立できるような形にしては？ 
 浦嶋：「ビオトープ管理委員会」を月一回必ず集まるパートナー会議メンバーが中心でやるのは賛成。 
 車 ：まだビオトープそのものを理解できていない人たちもいる。予算も大事だが、活動をやりながら 
    見えてくるものがあるはずなので、最初に予算をたてて義務感にとらわれるより、一緒にやりなが 
     ら予算を考えることも含み、序々に進めていっては？ 
 小野：作ったのはＰＴＡだが、ＰＴＡが全責任を負うのは重荷 
 橋村：先生も変わっていく中で、今は責任を考えるのではなく、どうやって進めようか？・・で良い 



 鮎川：いずれ資金は捻出しなければいけない状況になってくるが、今日すぐ結論を出すのではなく、その 
    あたりは念頭に置き、進めていきたい、とくに反対の意見がなければ、（検討案のとおり）ビオト 
    ープ整備実行委員会をそのまま移行する形で進めていきます。（鮎川） 
      

６． その他 
（１）ビオトープ整備実行委員会の正式名簿と、規約について次回修正をかけ、正式に発行する。 
（２）４－１学校支援地域本部事業消耗品について 
 山口教頭：地域支援は出した。 
 鮎川：腕章の新しいのが「まちづくり会議」で持っている。 
     講師を招いて研修等実施することにも使えるので、そういう計画があれば次年度検討してください。 
（４） 学校行事に対する地域ボランティアの反省・評価 

山田先生：運動会などで行事に対する、届いていない声も拾いたい。 
斉藤（鉄）：すべてがスムーズに運び、人数がいればうまくいくものである。 
車 ：運動会ポスターに関し、運動会はまちづくり会議協賛であり、地域種目は、各町会の責任者に聞い 
   てくださいと書いてあったが、まちづくり会議でもそういう動きがなく、２丁目の理事として、聞 
   かれた場合、何も答えられない。 
橋村：まちづくり会議が協賛であったので、（現）議長も声掛けはしているが、そういう動きがなく、 
   地域域種目も申し込みがない。 
鮎川：毎年、運動会前に学校、ＰＴＡ、コミュニティ、まちづくり会議が打ち合わせを行っていたが、 
   今年はなかった。 
山口：今年の反省を踏まえ、来年はやらないといけない。 
鮎川：パートナー会議の後でやっていたので、タイミングはそこで良い。 
小野：ＰＴＡも参加したい意思を示すのが遅かった、打ち合わせが不十分だった。 
橋村：ＰＴＡだけにしか申し込みしてこないことが問題 
山口教頭：良さは何なのか？地域が一緒にやることの良さが感じられれば、来年も引き継ぐことができる。 
麻生：普通保護者しか来ないのに、地域が入りこんで、一緒にやることが子どもの成長にも役立っている。 
橋村：七中など卒業していった生徒も参加してくれた。 
車：卒業生が地域種目に参加できてよかった。どんつくさんが参加して１０年目の節目で張り切っている。 
   正調ソーラン節は続けてほしい。 
桐生：大人になってもソーラン節を踊れる人もいるかもしれないので、誰でも参加できればよい。 

（５） 公開研究会午後のテーマについて・・・資料５ 
山田先生：「コミュニティ・スクール」に現在に至る経緯、ここ一年の活動として、ビオトープ改修 
   工事、今後の方向性について、午後のテーマで発表できれば良い。 
原田：学校行事と学社融合において、地域が参加することは秋津に限らず、この程度のことはやってるが 
   秋津の参加回数、熱心さは段違いである。ふれあい活動などを含んで教科に組んでいけば面白い。 
山口先生：一つの関わり、入り方に他の学校にはない素晴らしいところがある。 
橋村：千葉県に唯一のコミュニティ・スクールでなぜ秋津小学校がそうなのか、特徴を出せるかどうかが 
   難しいが、キーになる。 
原田：みんな運動会をどうやって地域とやるようになったのか、秋津まつりをどうやって登校日にしてや 
   るようになったのか、みんなが興味をもっている。 

（６）登校指導 
竹林：二年生、一人どうしても早く来ない。高学年の子どもが連れてこれるような指導はできないか？ 
山口先生：教師側で相談してみます。 



  第八回 パートナー会議議事録 
       日時 ：１１月１９日 １９：００－２０：３０  
       場所 ：秋津小学校 ２階会議室 
       司会 ：井桁先生・鮎川、議事録：浦嶋 
出席者  
１． 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 １２．秋津小ＰＴＡ副会長  齋藤 勝 
２． 秋津コミュニティ代表  橋村 清隆（欠）１３．公募による委員  伊藤 知通 
３． 学校体育施設利用団体代表   斉藤 鉄男 １４．公募による委員  浦嶋 裕 
４． 社福協議会秋津支部支部長 原田 靖久 １５．公募による委員  立場 昭彦（欠） 
５． 民生・児童委員  欠員  １６．公募による委員  桐生 庸介（欠） 
６． 学校支援ボランティア代表 竹林 輝夫（欠）１７．秋津小学校校長  菅  久 
７． 学校支援ボランティア代表 麻生 美智子 １８．秋津小学校教頭  山口 善弘 
８． 学校支援ボランティア代表 車  育子 １９．秋津幼稚園教頭  林田 輝美（欠） 
９． 学校支援ボランティア代表 川名 和夫 ２０．秋津小学校教務主任 山田 芳実 
１０．学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 ２１．秋津小学校研究主任 井桁 淳子 
１１．秋津小ＰＴＡ会長  小野 千亜希（欠） ２２．その他見学者（坂東小学校） ６名 
 
１． 委員長あいさつ（鮎川） 

公開研究会お世話になりました。インフルエンザも収まらないようで、秋津小は遅かったけど、最近出て

きているようです。秋津小の徐 智安さんが「少年の日」ポスターで入賞し、今度の土曜日、育成大会で  

表彰されます。まだ寒いですが、ビオトープ改修に協力ありがとうございます。28 日中央博物館でビオ
トープの発表が子どもたち 5名参加で行われます。  

２． 校長あいさつ（菅） 
寒い中ありがとうございます。11/6公開研究会のときはありがとうございました。 
今日までセカンド・スクールで鹿野山に行ってまいりましたが、心配されたインフルエンザが出まして、

戻ってきた時点から蔓延し、今日から三日間 4年生学年閉鎖になってます。 
昨日市内ボール大会があり、6年生サッカーが優勝しました。 
来年度３０周年記念、学校も 4月 24日の同日一緒に記念式典をやらせていただきたい。 
運動会は学校の改修があるので 5月 22日に予定しております。 

３． メンバーより 
○麻生 ：二年生の学校支援、二回インフルエンザで中止になったので、12月 2日に実施。来られない方は 11月  

  21日の授業参観に絵手紙だけやってくださることになりました。 
○原田 ：明日社会福祉協議会支部長の全国大会があり、表彰対象に推薦を受けて行ってまいります。  
  社会福祉協議会はいろんな活動をやっており、学校との関係で、高齢者でいろんな特技をできる人が

  17名居る。70歳以上の人が子どもに何を教えようかと考えているのが有意義になっている。 
○麻生 ：補足ですが、平成 13年から継続していて今回表彰の対象になったのは、福祉教育や地域が学校ごとに  

  行われている活動が評価された。  
○車 ：コミュニティが中心となり、10月 24日、埼玉県の社会福祉の地区町会の方が 100名、体育館を借り、

無事に説明が済みました。17日、志木市の校長会が「ゴロゴロ図書館」「郷土資料室」を見せていただき
ました。 

         コミュニティルームという地域に開放した部屋があるのがとっても羨ましかったとのことでした。 
４． 事務局からの報告 
（１） 第７回パートナー会議について・・・・資料１をもとに報告 



（２） 学校行事と学社融合授業などの活動について・・・・資料２をもとに報告 
※グリーン運動について補足：１１月１９日（木）３名の方にお手伝いいただいた。 

５． 協議事項 
（１） 平成２１年度「学校評価アンケート」結果（山田先生）・・・資料３をもとに報告 

※内容は、結果を職員が考察したものとなる 
-質問事項等- 
鮎川：「よい挨拶」の具体的な中身は？ 
山田先生：「大きな声」「進んで挨拶」のこと、なかなか心から挨拶がしにくい 
原田：あいさつはこちら（大人）から投げかけと継続が必要。指導は難しいが・・・ 
伊藤：高学年になるほど「思いを伝える」「人の気持ちをくみ取る」ことができないは本当か？ 
山田先生：高学年で期待するほどは出来ていないという意味である 
菅校長：低学年は挨拶出来てるか？と聞くと何でも手をあげるが、高学年は手をあげない、高学年ほど 
    難しく考えるのではないか、数値で表すのは非常に難しい 
原田：高学年ほど謙虚だったり、数値で決められないものがある 
齋藤（勝）：20年度のアンケート結果と比べ、変わったのでしょうか？ 
菅校長：変わっていません 
齋藤（勝）：こんなことやったから、こんなふうに変わった・・・みたいのがあればいいのに 
山田先生：20年度は 3月（年度末）にとった。今回は天笠先生の指導で、今の時期にとった。 
麻生：学校にいてスローガンで挨拶をやろうとしたことがあった 
鮎川：まちづくり会議ではスローガンに掲げている 
菅校長：毎日挨拶をしていれば、久しぶりでも挨拶はしてくれる 
原田：大人は難しい、けれど大人が積極的にやらないとダメ 
麻生：大人から子どもに声をかけると怪しまれるが、逆に子どもから大人に声をかけると大人は返す 
鮎川：具体的に何をしていくのか、次回会議までに出してきてほしい。3月には報告できれば良い。 
川名：挨拶をしようと思ってやっていない、しようと思うから無理がある。誰でも三回声をかければ、 
   四回目から返してくれる、六回目から向こうからしてくれるようになる。 
鮎川：会ったら自然に声をかけられるようになれば良い 
山口教頭：人の気持ちを汲み取れ、気働きをやれと親に言われた 

（２） 秋津小学校ビオトープの改修進捗について（山口教頭） 
・１１月で大部分の改修が終わった。 
・ビオトープ改修事業支出状況について説明 
・ビオトープ・フォーラムの資料 「習志野市立秋津小学校」の配布資料、当日の流れについて説明 
川名：池 8割、上流 8割済んだ。 12月はお休み、その間にポンプが入荷すれば工事を行う。 
   ポンプは継続使用で流量が落ちることを考慮しランクアップした。1月後半から工事に入りたい。 
   工作室前の花壇は（雨水予定地として）使用禁止にした。金額上乗せできれば良い。 
山口先生：埋め込みになったときに認可が下りるか疑問。 
鮎川：30周年の方に金額上乗せ考えてもらえますか？ 
浦嶋：協議します。 

６． その他 
（１）テレビ東京「おはスタ～アドスクール天国」ビデオ観賞 
（２）しいたけ採り→子どもたちを連れていった方が勉強になるが？検討してください（川名） 
（３）ゲスト坂東小学校 PTA代表：形式ばった話をするのかと思ったら、本音で話をしていて良かった。 
   こういう場があるのが、コミュニティスクールが根付いているんだなという感想。    



第９回 パートナー会議議事録

日時：12 月 17 日（木）１９：００－２０：３０
場所：秋津小学校 ２階会議室

司会：井桁先生・桐生、 議事録：小野

出席者

１．秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 １２．秋津小ＰＴＡ副会長 齋藤 勝

２．秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 １３．公募による委員 伊藤 知通（欠）

３．学校体育施設利用団体代表 斉藤 鉄男（欠） １４．公募による委員 浦嶋 裕

４．社福協議会秋津支部支部長 原田 靖久 １５．公募による委員 立場 昭彦（欠）

５．民生・児童委員 玉井 恵枝（欠） １６．公募による委員 桐生 庸介

６．学校支援ボランティア代表 竹林 輝夫 １７．秋津小学校校長 菅 久

７．学校支援ボランティア代表 麻生 美智子 １８．秋津小学校教頭 山口 善弘（欠）

８．学校支援ボランティア代表 車 育子（欠） １９．秋津幼稚園教頭 林田 輝美

９．学校支援ボランティア代表 川名 和夫（欠） ２０．秋津小学校教務主任 山田 芳実

１０．学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 ２１．秋津小学校研究主任 井桁 淳子

１１．秋津小ＰＴＡ会長 小野 千亜希

１．委員長あいさつ（鮎川）

28 日にビオトープ・フォーラムに子供たちと参加し、有意義な時間を過ごせた。小学生
は 8 名で、うち 5 年生が 5 人、6 年生が 3 人でした。何回もお客さんに説明していく度にど
んどん上手になっていく子供たちの姿を見てたくましいと思った。5 年生の手作り紙芝居も
よかった。その後、教頭がプレゼンをした。ある学校は子供たちだけでのプレゼンだった。

子供たちにとっても、いい勉強の機会となったと思う。

２．校長あいさつ（菅）

インフルエンザが少し収まり、予定していた行事が順調に進んでいる。市内のある学校は、

終業式後も弁当持参で授業をしたり、翌日まで弁当持参で授業をしたりしなければいけない

が、秋津はそこまでしないですみました。これからも引き続き、予防措置をとっていく。

ビオトープについて。子供たちがいろいろな場面で活動することが大事。「百閒は一見に

しかず」で、いろんなことを体験することが大事。教頭は、急用ができ本日は欠席。

３．メンバーより

原田：ビオトープの偽木、七中で余っているのをもらってきて，置いてあるので七中の方に会

ったら宜しく伝えてください。

鮎川：空席になっていた民生・児童委員に玉井さんが決まった。まちづくりの音楽亭が 19 日
ですので協力宜しくお願いします。

原田：和室においておいた小太鼓が 2 個、紛失している。地連協のしめ太鼓だが、名前を書い
てなかった。今までにもコミュニティで物が紛失することがあったのか？

橋村：過去にも物の紛失はあった。

麻生：2 年生の仲良し交流会が終わったので、つぎは秋津っ子祭りでの協力となる。22 日に市
川の菅野の民生・児童委員が、学校と地域のかかわりについて見学するが，その打合せ

に数名来た。秋津は暖かい雰囲気が全体に漂っていると言っていた。

竹林：以前にお話した、ゆっくり横断歩道を渡る 1年生ですが、次の日香取先生が来てくれて、
あくる日から横断歩道を走って渡るようになりました。

林田：皆さんの力を借りて 2 学期も無事に行事を終えることができ有難うございました。11
日にお楽しみ音楽会を行いました。地域の高齢者の方が 13 名参加してくれ、そのうち
の 11 名の方が園児と一緒に給食を食べてくれました。その際に、「幼稚園は子供たちに
箸の使い方を教えないのですか？」と一人の方がおっしゃった。交流を通して、普段気

づかないことを教えていただけることがあり、ありがたい。

小野：30周年行事委員にＰＴＡの保護者 17 名を選出した。

４．事務局からの報告

（1）第８回パートナー会議について・・・・資料１をもとに報告
（2）学校行事と学社融合授業などの活動について・・・・資料２をもとに報告



５．協議事項

（1）平成２１年度「学校評価アンケート」結果（山田先生）・・・資料３をもとに報告
（2）ビオトープ改修工事について・・・資料 4 をもとに報告
（3）学校運営協議会消耗品執行状況・学校支援地域本部事業消耗品執行状況について

・・・資料 5 をもとに報告
(4) 秋津小創立 30周年行事について（菅校長先生）

-質問事項等 -
(1)「学校評価アンケート」資料 3 11ページについて
鮎川 ：学校運営協議会の天笠先生等にこの資料を送ってもらえますか？

山田先生：天笠先生、教育委員会の井上先生には配布予定。できれば 12 月中に保護者にも配
布予定。3学期にもう一度アンケートをとって手立てを検討していく予定です。

(2)ビオトープについて（教頭欠席により井桁先生が代理で説明）
質問等とくになし

(3)学校支援のための消耗品について
菅校長：消耗品を買えるお金が市全体で 30 万円ほど余っているので，何かほしいものがあれ

ば申請できるが何かありますか？

鮎川 ：コーディネーターの養成講座を開いてほしいと言う話を前にしたが？交通費などには

使えないが、講師への謝礼代とかに使えるのでは？あとは、紙類やインクなどを申請

したらどうか？

小関 ：肥料代は？

菅校長：調べてみます。

鮎川 ：図書館の棚とか、ネームプレートケースとか？

菅校長：図書館の棚は本年度購入した。棚を置く場所も，もうない。

(4)30周年記念行事について
菅校長：先週末のまちづくり会議でも発表したとおり、まちづくり会議としての式典を体育館

でやるので、学校と幼稚園も式典に一緒に参加する。子供たちが出し物を第 2 部とし
て出れるなら出す。4 月 24 日の土曜日は登校日扱いにする。25 日の日曜日のスポー
ツ祭りは登校日とせず、子供たちには積極的に参加を呼びかける。記念誌は地域とは

別に作成。記念誌・記念品は学校と幼稚園で段取りする。

鮎川 ：5月に改修工事が始まるので、式典の日に航空写真を撮りたい。
菅校長：5 月半ばからプール工事開始。7 月から校舎開始。それに伴い、小学校の運動会は 5

月 22日。工事には幼稚園の園庭を資材置き場に使うので、幼稚園の運動会は工事後。
予定では校舎の工事は 7 月から 9 月いっぱい。1 ヶ月くらいずれ込む可能性もある。
来年の公開研究会は 10 月の最後の週の予定。第一候補は 10 月 29 日。幼稚園の運動
会は 10 月 16 日に小学校運動場を使って行う予定。11 月 19 日に市内特別支援学級の
交流会が秋津小を会場としてある。秋津小には、特別支援学級はないが、市内の学校

の持ち回りで今回はうちが会場。行事作成は 3 学期にそれぞれの学校の行事予定を見
ながら調整を行うので、現段階ではまだ予定。

(5)その他
原田 ：会議の資料（特に協議事項の部分）の事前配布をお願いできないか？その場でもらっ

ても目を通すのに時間がかかり、十分な協議ができにくい気がするので。

メンバー：通信可能手段について各々連絡。（麻生：ファックス 竹林：直接）

麻生 ：先日、人権擁護委員の訪問があった。年少、年長の合同授業だったが先生が質問した

らみんな活発に答えていた。他では見られない，よい雰囲気であった、とのお褒めの

言葉を頂きました。



第１０回 パートナー会議議事録 

                                                         日時：1月21日（木）19:00－20:30 

                                                         場所：秋津小学校 ２階会議室 

                                                         司会：井桁・小野、 記録：鮎川 

出席者

 １ 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 １２ 秋津小ＰＴＡ副会長 齋藤 勝 
 ２ 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 １３ 公募による委員 伊藤 知通 
 ３ 学校体育施設利用団体代表 斉藤 鉄男（欠） １４ 公募による委員 浦嶋 裕 
 ４ 社福協議会秋津支部支部長 原田 靖久 １５ 公募による委員 立場 昭彦（欠） 
 ５ 民生・児童委員 玉井 恵枝 １６ 公募による委員 桐生 庸介 
 ６ 学校支援ボランティア代表 竹林 輝夫 １７ 秋津小学校校長 菅  久 （欠） 
 ７ 学校支援ボランティア代表 麻生 美智子 １８ 秋津小学校教頭 山口 喜弘 
 ８ 学校支援ボランティア代表 車  育子（欠） １９ 秋津幼稚園教頭 林田 輝美（欠） 
 ９ 学校支援ボランティア代表 川名 和夫（欠） ２０ 秋津小学校教務主任 山田 芳実 
１０ 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 ２１ 秋津小学校研究主任 井桁 淳子 
１１ 秋津小ＰＴＡ会長 小野 千亜希   

 

１ 委員長あいさつ（鮎川） 

今年もよろしくお願いします。インフルエンザは少し落ち着いてきました。次年度につなげら 

れるようにしていきたいと思います。 

２ 教頭あいさつ（山口） 

菅校長と林田幼稚園教頭は、体調が悪く欠席します。インフルエンザは落ち着きました。平成22 

年度に向けて、評価を行っていきます。 

３ メンバーより 

浦嶋：30周年記念行事について 4/24チラシ全校配布 全員で参加しましょう。 

麻生：2/3秋津っ子祭りで２年生と高齢者の交流について  

   「ありがとうの会」２年生からの招待状。年賀状のやりとり。 

橋村：たこ揚げ大会について 

 

４ 事務局からの報告 

（１）第９回パートナー会議議事録について 

   （資料１に基づいて報告） 

（２）学社融合授業等の活動について 

   （資料２に基づいて報告） 

 

５ 協議事項 

（１）ビオトープ改修工事について（山口教頭） 

   （資料３に基づいて提案）  

        今後の活動として、プラットホームの設置。 

    雨水貯留タンクの設置工事は未定。温かくなってから工事。1000ﾘｯﾄﾙの物を２台設置。 

    将来を考えて、地上据え置き型にし、池に使う水とする。 

        秋津幼稚園ＰＴＡより寄付いただいた。 



６ その他 

①耐震工事について 

  ・平成２２、２３年度に実施。 

    ・鉄骨、外壁塗装、屋上防水、換気扇、放送機器、トイレの改修（小学校のみ）、多目的トイレ 

・幼稚園のグランドが資材置き場となる。 

・来年度、学級園の貸し出しができなくなる。 

  …誰がどう使っているのか把握しておきたい。来年度使用できないことを早めに連絡。 

・コミュニティーのコンテナを移動。（２、３月に行う） 

 

②平成２３年度からの学習指導要領改訂について 

    ・「どう変わっていくのか」総合は７０時間になる。２／３へ削減。算数と理科は増やす。 

・学習・研究・教育課程の面で削っていかなければならない部分も出てくるが、本校の特色（秋 津

のよさ）は残していく。 

・会議でご意見いただきたい。 

 

③習志野カルタ大会について 

・４回戦まで残って、１枚差でしくも負けた。とてもおしかった。 

 

④秋津っ子祭りの招待状の配布について 

    ・安全への配慮のため、子どもだけでは届けに行かない。 

  ・地域への配布のお手伝をいただければありがたい。 

以上 

 



平成２１年度 第１１回パートナー会議議事録 

日時：平成２２年２月１８日（木） 

１９：００～２０：３０ 

場所：秋津小学校 ２階 会議室 

                                                    司会：井桁・鮎川 記録：小関 

【出席者】 

1 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 12 公募による委員 小関 秀夫 

2 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆(欠) 13 公募による委員 伊藤 知通 

3 学校体育施設利用団体 斉藤 鉄男 14 公募による委員 浦嶋 裕 

4 社福協議会秋津支部支部長 原田 靖久 15 公募による委員 立場 昭彦 

5 民生・児童委員 玉井 恵枝 16 公募による委員 桐生 庸介 

6 学校支援ボランティア代表 竹林 輝夫 17 秋津小学校校長 菅   久(欠)

7 学校支援ボランティア代表 麻生美智子 18 秋津小学校教頭 山口 喜弘 

8 学校支援ボランティア代表 車  育子(欠) 19 秋津幼稚園教頭 林田 輝美 

9 学校支援ボランティア代表 川名 和夫(欠) 20 秋津小学校教務主任 山田 芳実 

10 秋津小ＰＴＡ会長 小野千亜希 21 秋津小学校研究主任 井桁 淳子 

11 秋津小ＰＴＡ副会長 齋藤 勝(欠)   

 

１． 委員長あいさつ 

雪が降り寒い中のご出席有り難う御座います。習志野市の厳しい財政状況、教育予算も前

年比 10 パーセント減額と大変厳しい。パートナー会議の皆さんの更なる智恵と力を注いで頂

きたい。 

２． 教頭あいさつ 

校長先生は義母さんが亡くなり北海道に帰り本日のパートナー会議は欠席させていただきま

した。本年の長縄跳び競技の最高は 800 回以上で善戦した。子どもたちの思いが一つになり

素晴らしい競技大会であった。消防署見学の引率、有り難う御座いました。 

本年度も 3 月で終わりになるが現在纏めて次年度への計画など準備をしなくてはならない。

地域の皆さん方にはさらに協力をお願いしたい。 

３． メンバー近況報告 

 麻生 ：2/16「ありがとうの会」に 13 名のおじいさんおばあさんが参加し、社協より感謝状を渡し

ました。 

 原田 ：歌が素晴らしかった。 

 浦島 ：1/31 秋津 30 周年行事の立て看を校庭内に立てて頂いた。4/24 の式典まで 2 ヶ月しか

ないのでご協力をお願いしたい。 

 竹林  ：交通安全で朝の登校時3年生の女子が雪道で滑って転んだ。再三注意をしている

が手をポケットから出して歩くよう学校からも注意・励行して頂きたい。 

鮎川 ：秋津 30 周年記念行事ご協力の程お願いします。 

    3/20 開催の「教育タウンミーティング」の説明と参加の要請をお願いされた。 

 林田 ：3/18 卒園式です。1 年間のご協力有り難う御座いました。 



４．事務局からの報告 

  (1)第１０回パートナー会議議事録･････資料１に基づいて井桁先生より。 

    ・出欠の確認。協議事項などの内容確認など。 

     浦嶋さんより、３０周年記念行事全校チラシ配布を 4/25 を 4/24 に訂正依頼。 

  (2)学社融合授業などの活動について･･･資料 2 に基づいて井桁先生より。 

   1.クリーン&グリーン運動 

   2.学校行事と学社融合授業の活動 

   3.外国語活動 

   4.ビオトープ改修工事 

５．協議事項について 

  (1)ビオトープ改修工事について･････資料 3 に基づいて 

  教頭先生から 

   ・平成 21 年度生物多様性体験学習推進事業補助金実績報告書 

   ・補助事業成果報告書 

   ・ビオトープ整備収支案 

  の資料に基づき進捗など詳細に報告ありました。 

  最終的に 2/20(土)に納品が終わり、2/23(火)県より監査の方が来校される。 

  寒さが続くので無理なく残りの作業を続けたい。これからもご協力をお願いしたい。 

  小野さんからポンプの管理責任の質問があったが学校と実行委員会が責任管理すると確認

がなされた。また事業収支の説明があったが、もし不足分が発生したときには相談してほし

い(鮎川)とのこと。 

  (2)その他 

  ・学校と地域の新しい関係づくり･･･教育活動推進システムについて 

現在、環境支援システム、学習支援システム、遊び支援システム、安全支援システム、情

報支援システムの 5 つがあるが、遊び支援システムを学習支援システムに包括する。 

新年度からは教育活動推進システムは、環境支援システム、学習支援システム、安全支援

システム、情報支援システムの４つとする。 

  ・平成 22 年度の秋津小学校ホームページの更新・改訂案について小関より説明があった。 

   トップページ、学校行事、秋津っ子、学校案内、学校運営協議会・・など 

   「PTA だより」の紹介と子どもたちの活動の追加が新しく提案された。 

   何れも前向きに学校側・PTA と協議推進することが承認された。 

  ・最後に 

鮎川委員長より、「本年度も最後のパートナー会議になりましたが 1 年間お疲れ様でした」

と労って貰った。また懇親・慰労を含めて 3/19(金)慰労会を開催したい。 

強制的ではありませんがお時間の都合がつけばご参加頂きたい。 

                                   以上  
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