
平成２３年度 第１回パートナー会議議事録 
 

                    日時：平成 23 年４月 21 日（木）19 : 00～20:30 

                    場所：秋津小学校 ２階会議室 

                    司会：川井・桐生   記録：林田 

【出席者】 

※会議前に習志野市教育委員会施設課から大規模工事について説明 

 

１．校長あいさつ 

   本校の教育に対して、目頃よりご協力いただきましてありがとうございます。今年 

   は１年生５７名、職員２７名でスタートしました。新しい学習指導要領の主旨に沿 

   った教育に取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いします。 
 

２．メンバー自己紹介 

   自己紹介を行う。 

 

３．委員長・副委員長選出 

   平成２３年度委員長及び削委員長は昨年度に引き続き以下の方が選出され、承認と 

   なる。 

   委員長・・・・桐生 康介（秋津小学校ＰＴＡ会長） 

   副委員長・・ 橋村 清隆（秋津コミュニティ代表） 

          小関 秀夫（学校支援ボランティア代表） 

 

４． 委員長あいさつ 

    今年度は２年目なので、流れも分かるので失敗しないように頑張ります。 

    「地域の風」を今年は最低５回付は発行したいと思いますので、皆様のご協力をお 

    願いします。これから相談やお願い等あると思いますが、１年間よろしくお願いし 

    ます。 

 

５ 事務局からの報告 

（１）平成２２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 

   浦野～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 

１ 秋津小学校ＰＴＡ会長 桐生 康介 11 学校支援ボランティア 川名 和夫 

２ 秋津小学校ＰＴＡ副会長 脇坂 祥子 12 地域住民 浦鴫  裕 

３ 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 13 地域住民 竹林 輝夫 

４ 社会福祉協議会秋津支部長 原田 靖久 14 地域住民 車育子（欠） 
～

Ｄ 学校体育施設利川団体代表 山下 晃 15 秋津小学校校長 福山 宗起 

６ 秋津コミュニテイ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校教頭 山ロ 喜弘 

７ 主任児童委員 玉井 恵枝 17 秋津小学校教務主任 浦野 哲 

８ 学校支援ボランティア代表 麻生美智子 18 秋津小学校研究主任 川井 由紀 

９ 学校支援ボランティア代表 笹川  満 19 秋津幼稚園教頭 林田 輝美 

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫  

 



浦野～資料に基づいて報告 

（３）学社融合授業等の活動予定について・・・資料３ 

   浦野～資料に基づいて報告 

（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 

   川井～資料に基づいて報告 

   原田～今年度の指導の重点にある「どのような仲間との関わりをさせていきたいの 

      か、子どもの姿を明確に持ち実践を重ねていく」ことを是非お願いしたい。 

      先生が子ども達に「今日はどうだった？」と間くと「楽しかった」と応える、 

      そこで終わらせずに、もっと突っ込んで聞いてほしい。その奥にあるものを 

      探って表現させる指導をしてほしい。 

   福山～まさしく学習指導要領の中にもある。今年度の指導の重点については体育に 

      限らず指導していきたいと考えている。 

   鮎川～指導の重点に「仲間との関わりがもてるような］とある。周りの人のことも 

      気にしながら互いに励まし合っていくことはよいことであると思う。防災の 

      ことを考えると、例えば津波で子ども達が高台まで避難できるよう体力をつ 

      けることは、自分の身を守るとともに友達を助けるということにもつながる 

      だろう。みんなが一緒に向上するよう指導してほしい。 

   橋柱～授業は何回＜らいやるものなのか。 

   川井～１単元６～７時間やっている。年間にすると１０２時間位である。 

   原田～とても良い取り組みだと思うので、どこかで発表したらどうか。 

   川井～公開研究会もある。持ち方は今検討中である。 

 

 

６ 協議事項 

（１）平成２３年度学校経営方針について・・・資料５ 

   福山～資料に基づいて提案 

   小関～校内研が年間で計画されているが、どのような内容なのか教えてほしい。 

   福山～大きく分けると、研究と研修に分かれる。研究は体育をテーマに研修は職員 

      の経験に応じて実技的なものが中心の内容である。体育に限らず、他領域に 

      ついても研修レ資質を高めていけるようにしている。 

（２）議事録作成の当番について・・・資料６ 

   メンバーで当番制で議事録作成を行うことを提案し承認される。以下の人に決まる。 

  ４月：事務局（林田）、５月：桐生、６月：脇坂、７月：橋村、８月：原田 

  ９月：玉井、10月：浦嶋、11月：山下、12月：川名、１月：鮎川、２月：小関 

 
 

 

７ その他 

（い 図書館・クラブボランティアにっいて 

   ＜クラブについて＞ 

   山口～・今年度、希望をとり１３クラブが決まった。その内「料理」「手芸」につい 

       ては４・５・６年生のみ参加とする。 

      ・今年度も支援していただける方を募集したい。 

      ・月曜目５校時中心で行う。第１回目は５月９目を予定。 

   小関～どう支援したら子ども達が楽しく、白分ち楽しめるかと考えるが、子ども中 

      心となると、どう関わっていけばよいか分からないことがある。 

   山口～技能を高めるというより、みんなが一緒に楽しむことを大事にしたいと考え 

      ている。運動関係は安全第一で行っていきたい。以上のことを踏まえて支援 

      をお願いしたい。 

 



＜図書館について＞ 

山ロ～本来の読書活動に力を注いでいただきたいので、お手伝いしていただける方 

   を募ってほしい。 

＜学年園の草取り、水やりについて＞ 

山口～・ご協力いただければ有難い。 

   ・グランドの３区画の公募を回りたい。 

     (グリーン活動に協力いただける方に。川名さんに相談) 

 

（２）ビオトーブ改修作業について 

  山口～・今年度、ポンプ・保留タンクの工事を完了したい。 

     ・大規模工事中でも関係考ならば入ることができる. 

     ・ビ才トープ管理実行委員会も進めていきたい。 

  川名～・公募のテラシを掲示したいと考えている。 

     ・授業の中でも子ども達に畑づくり等教えてあげるニともできるので、何か 

      あれば声をかけてほしい。 

 

以上 

 



 

 

 

平成 23年度 第２回パートナー会議議事録 
                                   日時：平成 23年５月 19日（木）19:00～20:50 

                                   場所：秋津小学校 ２階会議室 

                                   司会：川井・桐生 記録：桐生 
  

【出席者】 

秋津小学校ＰＴＡ会長     桐生 庸介 学校支援ボランティア      川名 和夫 

秋津小学校ＰＴＡ副会長    脇坂 祥子 地域住民（公募）      車  育子 

秋津まちづくり会議副議長   鮎川 由美 地域住民（公募）      浦嶋  裕 

社会福祉協議会秋津支部長   原田 靖久 地域住民（公募）      竹林輝夫 

学校体育施設利用団体代表   山下 晃（欠） 秋津小学校校長       福山 宗起 

秋津コミュニテイ代表     橋村 清隆 秋津小学校教頭         山ロ 喜弘 

主任児童委員         玉井 恵枝 秋津幼稚園教頭       林田 輝美 

学校支援ボランティア     麻生美智子 秋津小学校教務主任     浦野 哲 

学校支援ボランティア     笹川 満 秋津小学校研究主任     川井 由紀 

学校支援ボランティア     小関 秀夫  

 

１．委員長挨拶 

    ５月１０目に行われた『学校運営協議会』にて委員長に選出されました。 

    パートナー会議と両方委員長になり責任を感じている。 

    今後 

２. 校長挨拶 

 

３．メンバー近況報告 

笹川：５年生の授業で田植えを行いました。 

 

鮎川：５月２３目に行われる『秋津小学校と地域の大運動会』のイベント保険をまちづくり会議から掛 

   けました。補償額は例年通りです。 

 

４．事務局からの報告 

   (1) 第１回パートナー会議議事録について、資料１をもとに報告（浦野） 

(2)  学校行事と学社融合授業等の活動について、資料２をもとに報告（浦野） 

    (3)  第１回学校運営協議会議事録について、資料３をもとに報告（山口） 

 

５．協議事項 

(1)  学校評価について、（アンケート協議）） 

・子ども、教職員は１学期末と年度末に行い保護者、地域は年度末の一回のみ行う。 

   ・教育用語が使用してあり、もう尐し簡素化できないか？ 

・連携＝融合をブラスして欲しい。          ｀ 

・地域の方々にどのようにアンケートに答えてもらうか？ 

・この項目だと地域の方々は回答できない。 

・地域の方々への項目はそれぞれにリンクしなくてもよいのでは？｀ 

 ⇒ 地域の方々へのアンケート内容は次回のパートナー会議に持ち越し。 

 

    (2)  ビオトープ改修について 

     ・今年度も耐震工事の中作業を行います。 

     ・環境支援ボランティアの川名さんの主導で行う。 

     ・予算など山口教頭と進めていきます。 

     ・近日中に今年度の最初の集まりを設けたい。 

(3)  クールビズによる時間外勤務禁止について 

      ・８月のお盆の期間中の時間外勤務禁止にともない８月１９日のパートナー会議が 

        対象の時間になっているので開催をどうするか？ 

          ⇒ 夏休み期間中で特に重要な協議事項がないので８月のパートナー会議は 

            中止。 

 

以上 

／ 

 



平成 23年度 第 3回パートナー会議議事録 

日時：平成 23年 6月 16日（木）19:00～20:30 

場所：秋津小学校 ２階 会議室        

司会：川井・桐生  記録：脇坂        

【出席者】 

秋津小学校ＰＴＡ会長     桐生 庸介 学校支援ボランティア     川名 和夫（欠） 

秋津小学校ＰＴＡ副会長    脇坂 祥子 地域住民（公募）       車  育子 

秋津まちづくり会議副議長   鮎川 由美 地域住民（公募）       浦嶋  裕 

社会福祉協議会秋津支部長   原田 靖久 地域住民（公募）       竹林 輝夫 

学校体育施設利用団体代表   山下 晃 秋津小学校校長        福山 宗起 

秋津コミュニティ代表     橋村 清隆 秋津小学校教頭        山口 喜弘 

主任児童委員         玉井 恵枝（欠） 秋津幼稚園教頭        林田 輝美 

学校支援ボランティア     麻生美智子 秋津小学校教務主任      浦野 哲 

学校支援ボランティア     笹川 満 秋津小学校研究主任      川井 由紀 

学校支援ボランティア     小関 秀夫  

 

１．委員長挨拶 

今日は親子清掃、改め、クリーン作戦を行い、排水溝の掃除をしました。排水溝の掃除は子供には

出来ない作業で、とても大変なので、男性を集めて、年間計画で早急な課題として取り組みたい。 

 また、気づいた事として、体育館に張り出されている子供たちの記録が更新されていないので、子

供たちの励みのためにも先生方に頑張って更新して頂きたいです。 

２．校長挨拶  

 学校にとって、入学式・卒業式・運動会が三大行事ですが、そのひとつの運動会が無事に終了し大

変嬉しく思います。現在は各学年・学級とも勉強に取り組み、担任はそれぞれ目当てを持って計画的

に進めています。環境支援ではビオトープの活動が開始し、図書整備も５人のボランティアを得て活

動を始めています。今後ともご支援をよろしくお願い致します。 

３ メンバー近況報告 

・クリーン作戦：排水溝の掃除は本当に大変。保護者の協力が必須。（原田） 

        出した土はプール横の草地に巻いて、乾かしてからゴミ拾いをする予定。（山口） 

・学習支援：２年生の学習支援が 7月５日（火）からスタート。 

６月１３日（月）に何故鈴虫を育てるのかを玉井さんと説明。（麻生） 

・安全支援：２年生の町探検が５月末から６月初旬の４日間行われ、PTAと延べ９名で対応。 

           季節柄か野良猫が増えているので子供たちへの注意喚起が必要。（笹川） 

              町探検は５班に別れて子供たちと行動していたが、先生が挨拶もせず、付き添いも 

していなかったのが問題。（竹林） 

４．事務局からの報告 

（１）第 2回パートナー会議議事録について、資料１をもとに報告（浦野） 

 

（２）学校行事と学社融合授業等の活動について、資料２をもとに報告 

資料以外に、クラブ活動にもボランティアの方に入っていただいています。（浦野） 

・（桐生）水泳指導の学習支援ボランティアは決まっている？：（浦野）２名決定しています。 

・（橋村）活動が 7/21までとなっているが？：（浦野）7/20までの誤りで、7/21から夏休み。 

・（橋村）ラジオ体操開始は 7/21。 

・（笹川）クリーン運動とグリーン運動の違いは？：（山口）クリーン運動はゴミ拾い活動、 

グリーン運動は植樹栽培などのお手入れ。 

 



５．協議事項 

（１）学校評価について、資料３をもとに説明（浦野） 

・（浦野）前回の協議事項に基づいて、７月に子供と教職員向けに、３学期には加えて保護者、 

地域向けにアンケートを実施する予定。子供へのアンケートは言葉をわかり易くしました。 

修正すべき点がありましたらお願いします。 

・（鮎川）低学年のアンケートの設問３の語尾が切れています。 

 （浦野）語尾に「出来た」を加えて修正。 

 （鮎川）設問８の「早寝・早起き・朝ご飯」はセットでしているということ？ 

 （浦野）はい。 

・（原田）高学年のアンケート、４択は分け方が解りにくくないか？保護者と同じように３択にしては？ 

 （小関）３択は真ん中に意見が集まるからダメ。アンケートの意味がない。 

 （桐生）低学年同様に２択にしては？ 

（山口）２択が基本ではあるが高学年には尐し幅を持たせたい。 

（小関）もう尐し子供が答えやすいようにしたほうが良いのでは？ 

（山口）どちらに振れているかを聞きたいので、言葉をもう尐しわかりやすくするように検討します。 

・（浦野）保護者、地域の方のアンケート実施は年度末でまだ修正出来るので、 

何かあればご意見を頂きたい。 

・（桐生）教職員アンケート、設問８の「課題に対して」というのはわかりづらいのでは？ 

 （浦野）子供たちを見て先生たちがどうかと言うこと。 

 （福山）「課題」というのは先生たちに対して。わかり易く表現を変えればいいのでは。 

・（桐生）設問１１の他者という言葉はあまり表現が良くないのでは？ 

  （車）あえて「他者」という言葉を使ったほうが、仲の良い友達だけでなく自分と考えの違う子を 

           含める表現であるから良い。 

  ・（脇坂）保護者のアンケートにはご意見欄は作らない？ 

   （浦野）作っても良いかも。 

   （桐生）無記名であれば色々な意見が出るのでは。 

   （山口）授業参観の時などの記名式のアンケートでご意見欄を設けているので特に必要ないのでは。 

 

（２）秋津小学校ビオトープ整備・管理実行委員会規約について、資料４をもとに説明（山口） 

・パートナー会議のメンバーを基盤として組織していくということで、規約を付けました。 

・会計は PTAの会計が担当。 

・本年度のビオトープの整備・管理をしていきたいのでよろしくお願いします。  

・第４条、副委員長２名→３名に修正。 

    会計が規約にもメンバーの中にも居ないのに会計監査がいるのはおかしい。 

     →会計１名を規約に明記、PTA役員より副会長が就任。 

・名簿・・２２年度→２３年度に修正。 

 

６．その他 

（１）ビオトープ実行委員会からの報告（桐生） 

作業を６月１２日（日）に開始。ポンプ小屋を作製中。今後も、第２日曜日の午前中に作業を 

行う予定。看板や PTAからのビオトープ便りで広報しますので、ご協力をよろしくお願いします。

＾ →（車）ビオトープは地域環境も含むので、側溝の掃除も含めていいのでは？ 

（２）質問：百葉箱の扱いはどういう風になっているんですか？（小関） 

   （山口）中の観測器が取られてしまう場合があるので、現在は使うときだけ中に入れています。 

       百葉箱を新しくしようとすると非常に値段が高いため、更新はなかなか出来ない。 

   （小関）百葉箱を含めその周辺の池などがあまりに汚いので、もう尐し整備すれば、百葉箱の 

機能もビオトープの気象観測などで使用出来るのでは？ 

   （山口）百葉箱周辺の池に関しては排水設備もなく、潰せないかという意見が度々出ています。 



   （車）大分前の校長がビオトープとして勝手に池を作ったけれど、中途半派に引継ぎもせず 

       そのままになっているので、学校に資料が残っていない訳です。 

   （山口）池を壊すにしても、校長先生のご指導を受けながら検討していきます。 

 （３）質問：放射能の問題、プール清掃は？（原田） 

     （福山）今年は放射能の問題で、プール清掃は児童ではなく教職員が行いました。 

 （４）学校からの報告（山口） 

＊プールについて、３月１１日の震災の影響で、プール本体は無事でしたが、給排水破損が 

見つかりました。プール開放の関係で修理が優先的に行われ、今日（6/16）修理が完了 

しました。プールの予定は今週からでしたが、来週から行えるようになりました。 

＊耐震工事の進捗状況ですが、６月１５日から入り７月１日には１階が使えなくなるということ 

で皆様にご了解頂きましたが、今現在、震災の影響もあり、尐し工事が遅れています。 

  予定通り７月１日に向けて、ご協力をよろしくお願い致します。 

＊５月に一昨年度と昨年度ビオトープにご協力頂いた、１００名余りの方に今年の作業の案内を 

発送した結果、現中學２年生の子供たちや多数の方が参加して下さいました。 

また作業のご支援・ご協力をよろしくお願い致します。 

 （５）幼稚園の園庭の使い方についてのお願い（林田） 

    幼稚園の園庭は開放されていますが、土・日などの休み明けに、勝手に使用したものをほったら 

かしにされています。使ったものは元に戻すいうルールを地域の方からも声をかけて頂きたい。 

   →（桐生）’地域の風‘に載せて広くお知らせしたり、見かけた方は注意する等していきましょう。 

   →（山口）小学校の校庭にもお菓子のゴミやビールのビンなどが散乱していることもあります。 

         もし見かけた方はご指導頂ければと思います。 

    →（桐生）注意するのが危険そうな時は警察に連絡して下さい。 

  （６）PTAから、運動会と自転車についてのアンケート結果を、添付資料をもとに説明（脇坂） 

        （桐生）自転車について、１３才未満はヘルメットの装着が義務付けられているが、つけている子 

を殆ど見かけない。最低限のルールは守れないのなら自転車は禁止しても良いのでは。 

  （竹林）ラジオ体操にあまりに多くの子が自転車で来るので、教頭先生に呼びかけをお願いしたら、 

       自転車でくる子は殆ど居なくなった。学校から一言言わないと守れないのでは。 

  （橋村）ラジオ体操は自転車で来ることは禁止。案内を配るときに明記します。 

  （桐生）では、主催者側に徹底して頂いて、ルールを守るということを子供に教えないと。 

  （竹林）横断歩道手前で、車が来ないからと車道に自転車をはみ出した状態で止まっていて危ない。 

  （山口）自転車で来ている子供が歩行者と交差しかねないのも危険。 

           千葉は学校を放課後、校庭開放はしていない。遊ばせている学校は PTAが校庭開放委員会 

を組織し監督者を立てて遊ばせている。そもそも放課後学校で遊んではいけないということ

と、学校へ自転車で来るときに事故に遭遇する可能性もあり徒歩圏内の学区で自転車を使う

ことはないという二つの前提条件が、秋津では曖昧になっている。元々は保護者のために体

育館横に自転車置き場を設置しているが、子供たちの止め方が非常に悪いため、学校に自転

車で来るのはどうかということになり、学校としての対応を考え、保護者のご意見を聞かせ

ていただくこととなりました。 

その結果、保護者の責任に置いて放課後遊びで自転車を使用して学校へ行きたい、という

ご意見を聞かせて頂き、秋津の保護者はさすがだなと思いました。子供たちが放課後安全に

過ごせることが第一な中で、保護者の方が親の責任として見ていきたいと言って下さる、 

ということを参考に、学校としても対応を考えていきたいと考えています。 

   （桐生）今後また PTAとして学校と対応を考えて、ご報告したいと思います。 

   （車）「つまらない一斉禁止は親の責任放棄につながる」と親が言っている。 

          学校に全てを押し付けるのは、やはり親の責任放棄になる。 

秋津の親はほんとにいい親に育っているな、ととても嬉しくなりました。 

禁止ばかりして周りの大人が囲い込むと、子供の判断力が無くなるので、 

子供の判断を見守るのが私たち大人の責任だと思います。      以上 



資料 1     平成 23年度  第 4回パートナー会議議事録  

日時 ：平 成 2 3年 7月 21日 （木 ）1 9：0 0～20 ：30  

場所：秋津小学校  2階  会議室  

司会：川井・桐生 記録：橋村  

【出席者】 

 

1 秋津小PTA会長 桐生 庸介  11 学校支援ボランティア代表 川名 一男 

2 秋津小PTA副会長 脇坂 祥子 12 公募による委員 車 育子（欠） 

3 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 13 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 14 公募による委員 竹林 輝夫 

5 学校体育施設利用団体 山下 晃 15 秋津小学校校長 福山 宗起 

6 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校教頭 山口 善弘 

7 主任児童委員 玉井 恵枝 17 秋津幼稚園教頭 林田 輝美（欠） 

8 学校支援ボランティア代表 麻生 美智子 18 秋津小学校教務主任 浦野 哲 

9 学校支援ボランティア代表 笹川 満 19 秋津小学校研究主任 川井 由紀 

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 20   

 

1．委員長あいさつ  

7月は涼しく過ごしやすかったが、子供たちが熱中症になることが心配なので、節電も

必要だが扇風機は出来るだけ使用してほしい。改修工事が始まったが、夏休み中は子供

たちが学校に遊びに来るので、工事関係者だけではなく私たちも安全に配慮していきたい。 

2．校長あいさつ  

大規模改修・耐震補強工事がいよいよ始まりました。昨日、1学期の終業式を予定通り

行いました。1学期は教育計画通りに推進することができ、いじめゼロ、不登校ゼロと

することができ、アンケートに沿って相談を実施しました。防災については、東日本大

震災を教訓として今後意識改革を進めているところであり、9月2日に防災訓練を実施す

る予定である。 

3．メンバー近況報告  

・鮎川：まちづくり会議主催で、8月 7日から8月 11日まで 16ミリ映画の映写会を開催す

る。 

昨年実施したが、好評だったので今年も継続することにした。 

30周年記念誌は 8月末までに完成予定で、全戸配布の準備を進めている。  

・麻生： 2年生の学習支援は 7月5日からスタートした。  

・橋村：スポーツ指導員秋津地区主催のラジオ体操は 7月 21日～ 31日、 8月 21日～

31日で開催する。本日は初日であったが、 150名以上の子供と大人が参加した。み

なさんもぜひ参加して下さい。 

・原田：社会福祉協議会秋津支部は、 8月30日に夏季セミナーと映画を楽しむ会を開催

する。 

・小関：秋津小ホームページを毎日更新している。給食便りを追加し、4月～7月の献立



を掲載した。学校紹介には果樹園のタグを追加し、 6月の学校便りには大規模改修・

耐震補強工事を掲載した。 

・山口教頭：習志野市の給食で放射能汚染の牛肉を使用したとの報道がありましたが、

秋津小学校では使用されていませんでした。 

4．事務局からの報告  

（ 1）第 3回パートナー会議の議事録について  （資料 1を基に報告）  

（2）工事の進捗状況 

・修了式前から開始、7／16足場設置工事 

・子供たちの安全を考えて、大きな作業は夏休み中に終了予定  

・外壁工事は 10月末まで  

・9/17から9/19は全館停電予定 

・7/27からプール開放を実施するが、安全のため出入りは西門を利用する 

（3）学校評価について 

・ 7／ 12子供たちにアンケートを実施した  

5．協議事項  

（1）防災訓練（児童・園児合同引き渡し訓練）の実施について 

・資料2「幼・小合同避難・引き渡し訓練実施計画」を基に内容説明（山口教頭） 

・ 日 時 ： 9月 2日 1 4時 ～ 1 5時  

・場所：秋津小学校 体育館 

・eライブラリー学校連メールサービス（小学校）または緊急連絡網メール（幼稚園）、

NTT災害伝言ダイヤル、秋津小学校ホームページを利用して、訓練開始をお知らせする 

・初めてなのでどのようになるか分からない 

・ PTAに交通整理をお願いしたい  

・今回は引き渡し訓練開始のメールを発信するが、父兄のアドレス登録は85％程度である 

・秋津小学校ホームページの更新はすぐには出来ないのでは？確認が必要では 

・ツイッターを使用したらどうか 

・親が一番知りたいのは、子供が無事でいるかどうかである 

6．その他  

・ビオトープ：ポンプ小屋は徐々に進んでいる  

・環境支援ボランティア：応募があった 

・畑の夏休み中の草取りや水やりを出来る範囲で支援してもらいたい 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２３年度 第５回パートナー会議 

            平成 23年 9月 15日 19:00～20:30 

            場所：秋津小学校 2階 会議室 

            司会：川井・桐生  記録：玉井 

【出席者】 

1 秋津小 PTA会長 桐生 庸介 11 学校支援ボランティア代表 川名 一男(欠席)  

2 秋津小 PTA副会長 脇坂 祥子 12 学校支援ボランティア代表 車 育子 

3 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 13 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 14 公募による委員 竹林 輝夫 

5 学校体育施設利用団体 山下 晃(欠席) 15 秋津小学校校長 福山 宗起 

6 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校教頭 山口 喜弘 

7 主任児童委員 玉井 恵枝 17 秋津幼稚園教頭 林田 輝美 

8 学校支援ボランティア代表 麻生美智子 18 秋津小学校教務主任 浦野 哲 

9 学校支援ボランティア代表 笹川 満(欠席) 19 秋津小学校研究主任 川井 由紀  

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫  20   

 

 

 

１． 委員長挨拶（桐生） 

まだ残暑厳しい毎日。 

夏休みラジオ体操に参加した。約 100名程度の参加だったようだ。来年はもう少し参加者を増やし

た。また、高学年に体操をしないでおしゃべりしている子供が見られた。折角なのできちんと体操

したほしい。 

引き取り訓練は暑い中での実施だったが、水筒の用意も訓練の範囲ではないか。 

ＰＴＡでは市Ｐ連への加入を検討中。 

 

２． 校長挨拶 

2学期が始まって 2週間。夏休み中、事故、けが等無くみんな元気に 2学期を迎えた。 

子供達は夏休み中、普段学校ではできない体験をしてきたようだ。 

ラジオ体操、安全支援、果樹園の手入れ、熱帯魚の世話等々あらゆる面での支援に対しお礼を 

申し上げたい。 

幼稚園は今週、年長組が鹿野山でのお泊り保育を体験。子供達は自信がついたようだ。 

小学校では 5,6年生を対象に元全日本の選手によるハンドボールの指導があり、子供達には 

あこがれ、夢につながる授業となったようだ。 

 

３． メンバー近況報告 

・まちづくり会議：非常用の食料を備蓄することになった。五目御飯 1000食＋水２㍑ 120本 

         体育館ステージ左に倉庫を設置。鍵はまちづくり、学校、コミュニティで 

         保管。〈鮎川〉 

・秋津まつり：例年通り実施。10月 8,9日〈浦嶋〉 

・30周年記念事業：先月秋津誕生 30周年記念誌を配付。記念事業完了。準備委員会発足から 

7年。ご協力頂いた方々にお礼申し上げたい。〈浦嶋〉 



４． 事務局からの報告 

（１） 第 4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） 学社融合授業等活動について・・・(資料２をもとに報告) 

（３） 工事の進捗状況 (山口教頭先生) 

・おおむね順調に進み、外壁塗装・耐震補強・火災報知機の設置等の電気工事 

 等々終了している。 

・仕上げのグランド側外壁防水・教室の換気扇の設置・トイレ工事が未完成。 

・10月第 2週頃にはＢ棟階段の使用再開可。 

・10月中旬に足場撤去完了予定。 

・屋上防水工事の際、刺激臭があるとのことで、子供達への配慮から夜中の工事と 

 なった。地域の方々の協力のおかげと感謝している。 

 

５． 協議事項 

(１) 学校評価について 

・資料 3『平成 23年度習志野市秋津小学校学校評価(1学期末調査分)』を基に内容説明 

 (浦野先生) 

・(麻生) 訂正箇所指摘 Ｐ７民生委員→人権擁護委員 

・(橋村) 昨年までよりわかりやすい。〈そう思わない〉との回答に対し、聞き取りを 

    行い、手立ての参考にしているのがよい。高学年は年長者の言うことも聞かない。 

・(脇坂) 高学年になると難しい。 

・(玉井) 高学年になるにつれて規則を守れなくなる。特に安全面での規範意識は、 

    安全が確保されている地域にいるためか、意識が薄い。 

・(桐生) 高学年はグループ化するとさぼる、悪ふざけをする・・集団になると悪い方向 

    ではなく、良い方向にむかってほしい 

・(橋村) 学年単位・クラス単位での集計はないのか？ 

・(車)  低学年は単純に回答、高学年になると自分に対峙して回答するため、こうした 

結果が見られるのでなないか。固定観念で見ないようにしてほしい。 

       ・(麻生) 2年生に関しては、例年 2学期の体験を通して変化していく。 

    ・(橋村) 今後のアンケート結果をみていきたい。 

 

(２) 大津波発生時における第 2次避難及び引き渡しについて 

 ・資料 4を基に内容説明(山口教頭先生) 

・国道 14号へ向かう道はどのルートを使うのか。京葉道路が墜ちて、トンネルが通れなく 

 なる可能性もある。 

・4，5階への避難を第一に考えることが大切なのではないか。 

・千葉県には自衛隊が近くにあるので、自衛隊要請を前提に屋上からの避難もあるのでは 

 ないか。 

・１次避難から２次避難へ集団避難の必要性を考えることがまず大切。市の安全対策課で 

 は大津波に対し、避難の必要なしとの見解。学校は安全との原則のもとに避難のこと 

も考えなければならない。 

    ・決めごとを決めておくことが必要。 

・避難用道路の確保をまちづくり会議を通して提案してもらう。 



・防災無線が聞こえない。学校につけられないか。 

・一度避難訓練をしてみて検討を重ねてはどうか。 

 

・その他 

（１） 顕彰について (山口教頭先生) 

対象者がいらっしゃれば、推薦してほしい。 

（２） 工事について (山口教頭先生) 

足場の撤去は平日にも行いたい。車での来校はなるべく避けてほしい。 

（３） 教育財産の使用許可申請について(山口教頭先生) 

各団体で長らく使っているが学校とは共有してないものを使用許可申請の対象物として 

申請をすすめていく。 

（４） ビオトープの改修工事は１１月から再開(山口教頭先生) 

（５） その他 

・13日朝、4年生児童と津田沼高校の自転車と接触。高校生は自転車の二人乗り。 

 学校側から津田沼高校へ申し入れをしてほしい(竹林) 

・幼稚園の運動会が 10月 22日(土)午前中、小学校校庭で行います。応援お願いします。 

 (林田教頭先生) 

・夏休み中、毎週金曜日に４丁目集会所で開催している『子育てサロン』に 5年生が 

二人何回か参加して、お手伝いをしてくれた。(玉井) 



第 6回 パー トナー会議議事録

同時 :10月 20日 (木)19:00～ 20:00

出席者 :

秋津小学校PTA会 長 :桐生 庸 介

秋津小学校PTA会 長 :脇坂 祥 子

秋津まちづくり会議副議長 :鮎川 由 美

社会福祉協議会秋津支部長 :原田 靖 久

学校体育施設利用団体代表 :山下 晃

秋津ヨミュニティ代表 :橋村 清 隆

主任児童委員 :玉井 恵 江

学校支援ボランティア :徳川 満

学校支援ボランティア :小関 秀 夫

学校支援ボランティア :川名 一 男

地域住民 (公募):車  育 子 (欠席)

地域住民 (公募):浦 鳴 裕

地域住民 (公募):竹 林 輝 夫

秋津小学校校長 :福山 宗 起

秋津小学校教頭 :山口 喜 弘

秋津幼稚園教頭 :林田 輝 美

秋津小学校教務主任 :浦野 哲

秋津小学校研究主任 :川井 由 紀

資料 1

事務局からの報告

(1)第 4回パー トナー会議報告 振 り返つて 委 員長、校長あいさつ、近況など事務局から

1.副 委員長あいさつ

て橋村)

秋津まつりも無事終わリー段落し、工事も無事終わりそう、コミュニティを使う準備に入りたい

(古関)



・パー トナー会議をやつている中で環境 ・情報 ・安全と参加 しているが、一つだけ参加 して

いない事業支援がある。パー トナー会議のメンバーとして、学校運営協議会のメンバーとして

何が出来るのか、自分の立場として何をしなければならないか?ク ラブ活動などを見ていく中で、

気になる子どもがいたりすると、どう指導すればいいのか? 勉 強しながら気楽に、でも責任を

もつて接 していきたい。

2.校 長挨拶 (福山校長)

秋めいてまいりました。10月8、9日の秋津まつりでは子どもたちがお世話になりました。

天笠先生から、授業の実際を見ていただきたいて、評価をいただく、学校との連携を深めて

いただきたいとのご意見があり、 11月 の公開研究会、授業参観に参加 していただきたい。

3.メ ンパー近況報告

(浦鳴)

秋津まつ りお礼申し上げす。天候にも恵まれ、成功しました。

学校の協力、地域の協力ありがとうございました。

(出下さん)

秋津まつりの終了後に気付いた、8団 体で体育館の清掃を行つた中で、気付いた

こと。 3項 目①12か所の窓ガラス ワ イヤー切れなどで開けないで使用 している。予算が

つかないので、修理が行き居かない ② 玄関のマットが傷んできている、クロス貼 りの補修が

出来れば良い。③ 掲 示板の画鋲が落ちて危険であることを感 じた。

(原田さん)

18日 、宮城 亘 理群山元町立坂元中学校に行つてきた。

義指金を送ることで行つてきた。通常の義指金は未端に回つてこないので、ピンポイン トで

渡してきて、非常に喜ばれた。 津 波は一時間後に学校のすぐ下まできたが、被災時の状況と

しては停電でテレビは見れず、災害の状況は数 日間判 らなかつた。町の人口が15000人、亡く

なつた方が750人、卒業式で自宅に掃 つていた後に被災 し、生徒98名中2人 亡くなつた。

(林田先生)

昨日から平成 24年 度の園児募集がはじまりました。明日まで原書を配布 します。

3月までに4歳になるお子様の入園頼書の受け付けやつてますs。 今 年までは子どもがいないよう

な気がしますが、今のところ20名 は集まりましたが、周りにいましたら声をかけていただきたい。



4.事 務局か らの報告

(1)第 4回パー トナー会議議事録について、資料 1を もとに報告 (浦野先生)

(2)学 校行事と学社融合授業の活動について、資料 2を もとに報告 (浦野先生)

11月1日の学校行事、ボール大会選手を励ます会は11月14日に変更となった。

(3)工 事の進捗 (出日教頭)

。足場が外れ、外壁の塗装が奇麗に見えてきました。月曜に施設課からコミュニティは

使つてもよいとの連絡を受けた。11月15日までは大型車が入るので、入るときは和室側

から入ることになる。大会議室は清掃必要 (片づけ)は 必要。

トイレは使えるが ドライ、トイィに変わつた。また多目的 トイレは車いす利用可。

非常時の呼び出しボタンが付いているので、外に音が出るので、注意が必要。

・防災倉庫の鍵 (体育館横)の 件で、学校 ・コミュニティ ・まちづくり会議で覚書を

交した

5.協 議事項

事務局 :な し

その他 :

・学校の石灰倉庫の扉が壊れているので、倉庫本体どなたからか寄付などを求めている。

石灰を床に直接置いているので、腐食が激 しい。下に何か敷いてからの方が良い。 (サ11名)

・二階の水槽、下に降ろすのはどうしたら良い?(メ 11名)

・階段下の照明について個人持ちで設置の話もあるが (原田)

いずれ修理を計画している。 (山口教頭)

。11月9日、26日 公 開研究会、参観 日があるのでアンケー トに協力 してほしい (桐生)

9日公開研究会 13:00～    26日 参観 日 9130～

・新習志野公民館 家 庭教育学級からのお知らせ (PTA、山口教頭)

巻きずしを30人くらい募集 し、 5グ ループくらいに分けておこなうので案内が行きます。

11月22日 (火)



       平成23年度第7回パートナー会議議事録 

 
                平成23年11月17目19:00～20:30 

                 場所:秋津小学校  2階会議室 

                 司会:川井･桐生   記録:山下 

【出席者】 

１ 秋津小ＰＴＡ会長 桐生 康介 11 学校支援ボランティア代表 川名 一男 

２ 秋津小ＰＴＡ副会長 脇坂 祥子 12 学校支援ボランティア代表 車 育子(欠席) 

３ 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 13 公募による委員 浦嶋 裕 

４ 社福協議会秋津支部長 原田 靖久 14 公募による委員 竹林 輝夫 

５ 学校体育利用団体 山下 晃 15 秋津小学校校長 福山 宗起 

６ 秋津コミニィテイ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校教頭 山ロ 喜弘 

７ 主任児童委員 玉井 恵枝 17 秋津幼稚園教頭 林田 輝美 

８ 学校支援ボランティア代表 麻生 美智子 18 秋津小学校教務主任 浦野 哲 

９ 学校支援ボランティア代表 笹川 満(欠席) 19 秋津小学校研究主任 川井 由紀 

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 20   

 

１．委員長挨拶(桐生) 

 ・11月９日(水)に体育科公開研究会がされました｡沢山の先生達がみえて､子供たちが 

  運動のなかで､皆で問題の解決をして頭を使った運動を行っていた｡とても良かった。 

 ・11月26目(土)に土曜参観が開催されます。 

  皆様に見ていただきたい｡是非参加を御願い致します。 

 ・放射能測定器を借用し､落ち葉とビオトープ周辺の測定結果､全然問題なく安心しました。 

  ビオトープ作業の雨水タンクの計画は保留するが作業は継続いたします。 

  

２．校長挨拶 

 ・ 11月９日の公開研究会には県内各地から多くの方途の参加を頂き､又この会の方達の 

  参加を頂き有難う御座いました｡御礼を申し上げます。 

   子供達や先生達も大きく成長してると思います｡秋津小学校では子供を伸ばす授業と 

  研修の方に前向きである。 

  来年度で2ケ年目でありこれからも頑張ってまいります。 

 ・ 大規模改修は11月４目に全部終了致しました。 

  綺麗に完成した中身も環境整備に努めたい 

 

３． メンバー近況報告 

 (鮎川さん) 

 ・ まちづくり会議主催で12月17日こ秋津幼稚園で秋津音楽亭を開催します。 

  イルミネーションの準備を12月10目に実施予定です。 

  点灯は4時半から9時までのタイマーでセットします。 

   お手伝いの御願いと、開催日の観客で来て頂きたい。 

 

 (原田さん) 

 ・ 先般､2年生の｢地域の老人だちとのぞうり作り｣を手伝った。 

  子供達は30分間ぞうりをあむと｢足が痛い､腰が痛い､疲れた｣と話していた。 

  体力が落ちている。気になった。 

 

 (山下) 

  ・11月９日開催の｢公問研究会｣に初めて参加させていただき犬変感動致しました。 

  今後､機会があれば参加させて頂きたい。 

  



 ・体育指導委員として11月23目開催の｢2011年千葉国際駅伝｣の観察員で 

  市民スポーツ指導員、体育指導委員が秋津地区から8名参加予定。 

 

(林田教頭) 

 ・10月22日の運動会の御礼。 

 ・10月の園児募集は24年度23名希望者がありました。 

 ・11月22日 : 小学校と同日に人権擁護委員により親子人権教育を予定。 

 ・12月2日 : 餅つき合 

  ・12月9日 : 地域の高齢者との｢お楽しみ音楽会] 

 ・12月17  : ｢音楽亭｣有志の方の参加予定。 

 

４．事務局からの報告 

   (1) 第7回パートナー会議議事録について、資料1をもとに報告(浦野先生) 

   (2) 学校行事と学社融合授業等の活動について､資料2をもとに報告(浦野先生) 

     ・11月24目(木)のNBS運営委員会は12月10目(土)に変更になった。 

 

５．協議事項 

(事務局):なし 

(その他)： 

①・噂では学校の餅つき大会は中止と間いているが駄目なのか。(橋村) 

  ・学校餅つき大会で収穫のお米を使い子供達も食べるのをのお楽しみしており 

  食べさせる方向で進めていたが教育委員会からの通達は校内で採れたものは 

  そのまま食することは不可とのことであった。 

  収穫のもち米は僅かであるが持ち帰りさせる｡各家庭に配布に当たってば学校から 

  文面は出している。 (校長､事務局) 

 

②・資源エネルギー庁から｢節電達成証｣を受賞致しました。 

  夏の省エネ5パーセント目標に対し15パーセント以上の達成でした。 

  玄関に張り出しています。(山口教頭) 

 

③・冬季の省エネルギー対策への取り組みとして｢ウオームビズ｣とする 

  暖房時間の短縮､空調設定温度20度制限。 

   ｢冬季省エネウィーク]とし(2月１１目(土)から2月17目(金)の期間は夜間の 

  学校開放にしない｡利用団体に早めに連絡を願います。(山口教頭) 

 

④・冬季省エネウィークの為､次回のパートナー会議開催は1月、2月度の会議と合わせて 

  1月16目は中止として2月の早い時期に開催したい。 (山口教頭) 

  ･参加者のご意見で2月９目(木)に決定。 

 

６．お知らせ、御願い（山口教頭） 

 

 ①・小関様中心に進めているホームページに流行性疾患､保健便りを載せたい。 

 

 ②・倉庫の購入の為､解体は入手不足と経験が無く地域の皆様のご協力を御願いしたい。 

   ‥‥‥‥ 川名様を中心に11月23目、12月3日実施に決定。 

 

 ③・ゆめコンサートを新習志野公民館でｴ2月22日こ予定しています。 

   ご意見をいただきながら進めたい。 

 

以上 
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平成 23年度第8回パートナー会議議事録 
                平成23年12月15目19:00～20:40 

                 場所:秋津小学校  2階会議室 

                 司会:浦野･桐生   記録: 浦野 

 
【出席者】 

１ 秋津小ＰＴＡ会長 桐生 康介 11 学校支援ボランティア代表 川名 一男(欠席) 

２ 秋津小ＰＴＡ副会長 脇坂 祥子 12 学校支援ボランティア代表 車 育子 

３ 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 13 公募による委員 浦嶋 裕 

４ 社福協議会秋津支部長 原田 靖久(欠席) 14 公募による委員 竹林 輝夫 

５ 学校体育利用団体 山下 晃(欠席) 15 秋津小学校校長 福山 宗起 

６ 秋津コミニィテイ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校教頭 山ロ 喜弘 

７ 主任児童委員 玉井 恵枝 17 秋津幼稚園教頭 林田 輝美 

８ 学校支援ボランティア代表 麻生 美智子 18 秋津小学校教務主任 浦野 哲 

９ 学校支援ボランティア代表 笹川 満 19 秋津小学校研究主任 川井 由紀 

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫(欠席) 20   

 

事務局からの報告 

１．副委員長あいさつ（橋村さん） 

  震災の視察で宮城県の方に行って参りました。津波対策として秋津小の屋上にフェンスを設置し、津波発生時

に避難できるようにしたら良いと思います。 

 

２．校長挨拶（福山校長） 

  二学期末に入り、大きな行事も終わりました。マラソン大会に向けた交通安全支援のボランティア、餅つき、

石灰小屋の組み立てなどご協力ありがとうございました。御礼申し上げます。子どもたちにアンケートをとった結

果、先生方のサポートもあり話し合い活動が活発化してきました。また、クラスが落ち着いていて楽しいという回

答も多かったです。冬休み前の生活指導としては、先日近隣の谷津小学校で交通事故が発生したこともあり、再度

自転車の乗り方や交通安全について指導を行っているところです。 

 また、日本の伝統文化に親しませる機会として冬休みを捉えさせていきたいです。 

 

３．メンバー近況報告 

 (鮎川さん) 

 明後日12月17日に秋津幼稚園をお借りして｢秋津音楽亭｣を開催します。津田沼高校ＯＢの演奏もあります。

是非ご参加ください。 

実行委員長のタケオさんは病気療養中です。        、 

 (山下さん) 

   11月26日に行われた授業参観に参加させていただき勉強になりました。 

 (橋村さん) 

   小学校創立20周年記念事業の一環として｢タイムカプセル掘り起こし｣を12月24日に実施します、当時在籍

していた子どもには通知を出しました。 

 (麻生さん) 

   11月22目に４年生を対象に人権教室を行いました。反応はどうでしたか。 

 (山口教頭) 

   今回の人権教室は名前の由来を題材としてお話を頂き、４年生にとってこのテーマは良かったです。 

 (林田教頭) 

   12月2日餅つき会を実施しました。(竹林さん・原田さん)寒い中参加していただきありがとうございました。

高齢者の方から若い親に伝えていく大事な揚となりました。 
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 (竹林さん) 

 12月6日に５年生の餅つきが行われました。天候が心配でしたが玉井さんをはじめ保護者の方がてきぱきと

動いてくださり、3時ぴったりに終わりました。子どもからいただいた手紙には稲刈りが一番楽しかったと書

いた子が７人いた。収穫した米がなくて残念。お金がその分かかったのでは。 

 (川井教諭) 

   子どもたちは一つ一つのことを喜んでやっていました。鎌で刈ることは、うまくできるか心配でしたが雑草

で練習を行いました。餅つきの費用は今回ＰＴＡの学年活動費から出していただきました。 

 (脇坂さん) 

 マラソン大会について学校にお願いしたいことがあります。次年度は試走日と予備日は年度当初に日程を決

めておくとPTAの募集の関係上おりがたいです。 

 

事務局からの報告 

（１）第４回パートナー会議議事録について、資料１をもとに報告（浦野教諭） 

（２）学校行事と学社融合授業の活動について、資料２をもとに報告（浦野教諭） 

 

 

５．協議事項 

 （１）習志野市学校運営協議会を置く学校の指定の継続について（山口教頭） 

 本年度でコミュニティスクールの指定が切れる。今回も指定継続をしていきたいので上申書を作成した。

学運協で諮ると間に合わないため、今回のパートナー会議で審議していただく。上申書にはこれまでの経

緯を書いてみた。（以降別紙「上申書jを参照しつつ説明を行う。） 

 

（山口教頭） 

  学校運営協議会は年３回実施、パートナー会議はクールビズ・ウオームビスを勘案すると本年のよう

に年９回でよろしいのではないか。 

（車さん） 

  学運協が年３回で経営方針が決まるのか。 

（山口教頭） 

  学運協で学校長の方針を承認していただく。３回は全国を見てみると多い方なので適当と思う。専門  

部を特つところもある。 

（車さん） 

 市内の小学校とは違う学校であり具体的に言うと聞かれた学校として全国でも有名だが、学運協で

練っている学校評価は保護者・教員は集計できるが地域住民の集計数が少ない。地域住民に学運協の

存在が理解されているのか。 

（山口教頭）        ’７ 

  ＨＰや「地域のかぜ／学校のかぜ］で周知を図っており、開かれている。 

（橋村さん） 

  年３回学運協が開かれるが、市教委から来る人がどんどん変わる。市としてコミュニティスクールを

推進しているとは思えず形だけやっている。そのまま続けるのかパートナー会議だけでやっていくのか

判断が難しいなと思う。最初に県が指定を受けるよう説明してきて市が後からきた。県としては他県と

比べて推進が弱い。市がどんどん行っていく必要がある。 

（山口教頭） 

  県として指定枚数は少ないが、本年度佐倉で１校、26年度で高校2校（下総高・多古高校）設置す

るようだ。文科省は最終的には1割をコミュニティスクールにしていきたい方針である。 

（桐生さん） 

  学運協をやめたとしたら地域と学校との交流はなくなるのか。 

（山口教頭） 

  なくなれば実質的に大きく変わってくる。ここまでは充実しないと考える。「学運協は教育委員会に

意見を言い、教委はこれを尊重する」という法文化されている。 
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（橋村さん） 

  秋津小学連協が有ることはよい。東京のコミュニティではいろんなコミュニティがあり変に入られて

しまってというところもある。 

(山口教頭) 

  以前天笠先生にお話を伺った際、全国のそれぞれの学運協には様々な運用形態があり、また、形だけ

で機能していないところもある。秋津はきちんと機能している。秋津の道を行けばよいと聞いた。 

(車さん) 

  足立区や愛知県の学運協のある小中学校では学運協が主体となって学校の特色を出している。 

(山口教頭) 

  学運協は校長を支援するために設置されている。 

(桐生さん) 

  高知を見てきた。学運協→委員会という形は習志野にはない。せっかく指定しているのだが習志野市

教委は指定どのように考えているのか見えてこない。 

(山口教頭) 

  例えば千葉市は｢コミュニティスクールはやりません」と言っていて指定されている学校はない。事

実として習志野にはあり、市として後押しをしている。このことはすばらしい。 

(車さん) 

 (本校で)コミュニティスクールが始まる前に文科省に行ったが、縦割り行政の考え方である。住民がや

りたいと言ったら市はどう対応するのだろうか。千葉市では生涯学習課の「子ども夢プラン｣を実施し

ており、政令市だからできてしまう。 

(鮎川さん) 

 パートナー会議の実施回数を最初から要項と違う回数にしてしまうのはいかがなものか。 

(山口教頭) 

 エネルギー節約の風潮は変わらないだろうと考え、あらかじめあらかじめ２回減らして考える。 

(鮎川さん) 

 学運協は申請した方がよい。校長先生も連携した行動がとれる。尻つぼみにする必要はない。 

(山口教頭) 

 申請という形で進めさせていただく。 

(山下さん) 

  回数についてはこれまでの規定通り年１１回以内として出しておくとよい。 

 

 (２)学校評価について、 

      資料４をもとに説明(浦野教諭) 

 ・地域への配布と回収は毎回の課題と成っているが、学校に取りに来てもらうのや提出してもらうのは厳し

いのではないか。 

 ・配布を前倒しにしてすぺきである。 

 ・学校に高齢者が集まる時や大掃除で集まる時があるので渡して書いてもらうようにする。 

 ・個人的にポスティングします(150人くらい) 

 

以上 
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平成23年度第9回パートナー会議議事録 
                平成24年2月9目19:00～20:40 

                 場所:秋津小学校  2階会議室 

                 司会:浦野･桐生   記録:小関 

 
【出席者】 

１ 秋津小ＰＴＡ会長 桐生 康介 11 学校支援ボランティア代表 川名 一男 

２ 秋津小ＰＴＡ副会長 脇坂 祥子 12 学校支援ボランティア代表 車 育子(欠席) 

３ 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 13 公募による委員 浦嶋 裕 

４ 社福協議会秋津支部長 原田 靖久 14 公募による委員 竹林 輝夫 

５ 学校体育利用団体 山下 晃(欠席) 15 秋津小学校校長 福山 宗起 

６ 秋津コミニィテイ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校教頭 山ロ 喜弘 

７ 主任児童委員 玉井 恵枝 17 秋津幼稚園教頭 林田 輝美(欠席) 

８ 学校支援ボランティア代表 麻生 美智子 18 秋津小学校教務主任 浦野 哲 

９ 学校支援ボランティア代表 笹川 満 19 秋津小学校研究主任 川井 由紀(欠席) 

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 20   

 

１．委員長挨拶(桐生) 

 ・寒い中ご苦労様です 

 変則的な事でしたがパートナー会議は1月が有りませんでしたが、1月22日海辺のコンサート七中学区で行われ

ました。寒い雨の日ではありましたが、各学校とも練習した成果を発表しており、七中の生徒は良かったと思いま

す。イベントを各学校区で広げていく話があるようで、来年は各中学校区で増えていくと思います。 

 習志野市としては音楽に力を入れていますので、こうした催しものが増えれば、子どもたちも楽器とか演奏に生

き甲斐を感じいい刺激になるイベントになると思います。是非長く続けていって頂きたいと思います。 

 ・役員会を2月始めに開催しましたが、これからの総会について話し合ったり、決めることなど話しました。次回の役

員会で、秋津小学校ｺﾐﾆｨﾃｨｽｸｰﾙなのでPTAという名前をPTCAとし、保護者の方に分かってもらえるように提案しま

す。 

 ・また再来週にP連の会長会があるので、いろんな取り組みをしている様子を聞いて、来年度に生かせるものがあれば

検討したいと思います。 

  

２．校長挨拶 

 ・こんばんわ 

 立春が過ぎましたが寒さも衰えることもなく非常に寒い中、有り難う御座います。 

平素は皆様にはそれぞれの立場から、学校へのご支援を頂いております。有り難う御座います。感謝申し上げます。 

今日寒い中でしたが、樹木の伐採をしていただきました。またこれまでもビオトープの改修とか、交通の指導とか9

回目ですが最終のクラブ活動のご支援とか、本当にご尽力賜りまして有り難う御座います。 

 卒業記念品としまして6年生の保護者の皆様から加湿器を14台、寄贈して頂いております。いま乾燥している時

期なので早速使わさせて頂いておりますが、今後も大切に使っていきたいと思っています。 

 学校の方は早いもんで年が明けて、今年度もあとわずかになりました。どの学年も本年度の纏めと、それから新

しい学年を迎える準備をしています。教職員一同、子どもたちが新年度のスタートこれをスムーズに切って、新た

な希望に向かって進んで行けるように、残り少ない期間ですけれども勉強のほうで補って、あるいはそういった生

活面で次の学年を見据えて欠けているところを補ったりと、先生方はラストスパートをかけて非常に頑張っている

ところで御座います。今日この後学校評価について教務主任のほうからご報告いたしますが、今年度を通して学校

が変わった、あるいは変わることが少しでも有ったのかなと私自身は思っております。 

これも皆様といった学校支援があったからこそと考えています。今後ともご支援宜しくお願いしたく思います。 

 

それからもう一つ、地震についてマニュアルを教頭からお話をさせて頂きたいと思います。首都圏の方では直下型

だとか房総沖だとか東海地方だとかいうかたちでいろんな地震が何年のうちに起こると言うこが言われ始めていま

す。そんな中で震源地が近くなるので液状化のほうがもって激しくなるのかなと思っています。4年以内に70パー

セントと東大と京大と確率がちょっと違ったり、市の埋め立て地の対応対策が具体的には見えてきません。そんな
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ことで不安には思っているのですけれども、本年度も避難訓練を見直しまして、地震とか津波の対応の訓練を考え

てきました。 

そういったこと勘案してお手元のマニュアルとして整理しました。後ほどご意見を頂いてより精度の高いマニュア

ルにしていきたいと思っています。本日ご検討のほど宜しくお願いいたします。 

 

３． メンバー近況報告 

 (山口教頭) 

 ・ 山下さんから報告させて頂きます。(学校体育施設利用団体代表) 

・1月8日 七草マラソン大会開催・・七中スタート香澄ロードコース 

・2月5日 市内駅伝大会開催・・・・香澄ロードレース5区間15キロメートル 

 小学女子 21チーム(秋津小3チーム) 

 小学男子 29チーム(秋津小1チーム) 

 中学女子 19チーム。一般女子7チーム  

 中学男子 32チーム(5区間20キロメートル) 

  一般男子 20チーム(5区間20キロメートル) 

 秋津小は昨年度は1チームの参加だったが本年度は3チームとなり、6年女子が優勝し大変喜こばしい。 

・2月12日 女子サッカー大会が秋津サーカー上で開催される。少女の部25チーム。一般の部4チームが参加。 

 秋津小は「岩田JAPAN」として12名参加予定。 

 

 (原田さん) 

 ・ 七中で携帯電話の話がありました。結構小学生の頃から30パーセント位持っているとか。それが実態ですか? 

(山口教頭)。持っていると思います。子どもたちには持ってくるなと言っていますが、実際持ってこないのですが

高学年になると友達同士メールアドレスを交換したりとか、電話番号を教えたりとか、結構います。、

以前桐生PTA会長とも話したのですが、小学校の場合はサイバー犯罪防止の学習会、例えば子ども相

手の受けたことがあるのですが、「ものすごいですね「プ・プ・・」お巡りさんもいろいろ知ってて、

それでこういう原因で、犯罪に巻き込まれて行く」のだと詳しく話してくれて、それで高学年でも巻

き込まれた子もいるのだなとーと思います。 

(原田さん) 学校には持って来てはいけないのでね。 

(山口教頭) 親御さんからどうしてもと言われたときには対応していますけれども。 

      携帯電話付きの防犯ベルが有りますね。特定の人、１を押したらお父さん２を押したらお母さんなど

有りますし、或いはGPS対応などただ一概に駄目と言わなくてケースバイケースで対応しています。 

(原田さん)電話料が3,000円から7,000円位かかるらしくて、親御さんお金持ちが多いのだなーと思いまして。 

     それは子どもだからなんでしょう。これもちょっと驚きました。 

(山口教頭)いくらで頭打ちするかですね。パケット料金や通話料制限など 

     今のところ秋津小では問題はないです。 

 

 (麻生さん) 

 ・学校支援の方から。資料2にも載っていますが、今月の13日と23日の2年生の支援が有りますが、これで今年度終

わります。それと支援している方に対して2年生が年賀状を一人三枚ずつ皆さんに出し、高齢者の方、すごく喜ん

でいました。有り難う御座いました。 

(山口教頭) 事務局から年賀状を書こうとなり、子どもたちに人の一枚ずつ書くことにしました。 

(麻生さん) 玄関前にある竜を写真に写して、それに言葉を書いて送ってくれましたので、良かったなーと思いま

した。 

 

４．事務局からの報告 

(1)第８回パートナー会議議事録について・・・資料1 

・資料1に基づき浦野教務主任から報告。 

 

 

 

(2)学舎融合授業等の活動について・・・資料2 

・資料2に基づき浦野教務主任から報告。 

 以下資料2の内容。 
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  2/9～3/31の学校行事と学舎融合の活動について 

   （１）「クリーン＆グリーン運動」 

      ①クリーン運動 

       ２ ／２１（火）２年生と環境ボランティア 

       ３ ／ ７（水）１年生と環境ボランティア 

      ②グリーン運動 

       ２ ／１６（木）環境ボランティア 

   （２）学校行事と学社融合授業等の活動 

       2月9日(木)  クラブ（学習支援ボランティア） 

       2月10日(木)  登校指導（安全ボランティア） 

       2月12日(日)  ビオトープ作業日 

       2月13日(月)  ２年生お話会． 

                ２年生・４年生「お年寄りとの交流会」 

       2月17日(金)  授業参観・懇談会 

                ６年生「感謝の気持ちを表す会」 

       2月20日(月)  ５年お話会 

                ４年生 国語「落語学習」 

       2月23日(木)  ２年生「ありがとうの会」 

       2月29日(水)  ６年生を送る会 

       3月2日(金)   ６年生お話会 

       3月9日(金)   登校指導（安全ボランティア）  

       3月11日(日)   ビオトープ作業日 

       3月14日(水)  第７中学校卒業式 

       3月15日(木)  秋津小学校卒業式 

       3月16日(金)  秋津幼稚園卒園式 

       3月22日(木)  大掃除 

                秋津保育所終了式 

       3月23日(金)  平成２３年度修了式 

 

   （３）「英語学習活動」(学習支援ボランティア２名) 

       2月14日(火) ６年 

       2月21日(火) ５．６年 

      2月28日(火) ５．６年 

       3月6日(水)  ５年 
 

(3)学校評価について・・・資料3(教務) 

・資料3に基づき浦野教務主任から報告。 

 以下資料3の概要。 

平成23年度習志野市立秋津小学校 学校評価 (平成23年度①学期末調査と3学期調査比較) 

実施人数 下学年児童 162名  教職員  20名 

     上学年児童 170名  保護者  244名 

                地域    32名 

質問項目 １．学校経営   地域の風がいきかう学校づくりの推進 

２．教育目標 自ら学び考える子 

       思いやりのある子 

       たくましい子 

       共に生きる子 

３．学社連携 学校は保護者と積極的に連携し子どものよりよい成長のために努力しているか 

各委員など発言など詳細省略いたします。 

 

 

５．協議事項 
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(1)「大地震・大津波対応マニュアル」(案)について・・・(教頭) 

・資料に基づき山口教頭から報告。 

 校長から話がありましたように3月11日東日本大震災が起きまして、学校も子どもの命を守るためどうしたらよいか? 

様々な検討がされ避難訓練などをしてきました。是非保護者・地域の皆さんにご協力頂かなければいけない事をマニュア

ルに纏めました。今日提案させて頂くもの(マニュアル)は学校が纏めたものですけれども、その中で学校では地域の方・

保護者の方にこうしたことをお願いしたいと考え、或いはこういう事を事前に協議したい、そういうことをいろいろとこ

の場だけではなくて検討して頂いて、そして纏め、日本は地震国なので次にあったときによりスムーズにいろんなものが

対応できたら良いと思います。私ども職員チームも学校の果たす役割、本当に大きいんだなとこの間の地震で感じました。 

 

ざっと説明させていただきますが、四つに大きく分けています。 

１地震発生時の対応。 

２番地震発生後の対応。 

・震度４以下の場合 

・震度５以上で津波の危険なし 

 登校(登園)・下校(後園)時について 

３津波警報発生後の対応。 

４避難所開設時の対応 

詳細報告は省略。 

 

主な談話 

・5ページ 職員不在時の欄で「自主防災組合」は「自主防災組織」、「各町内会」は「各管理組合」「各自治会」 

        「各町会」などに変更したら。(鮎川さん) 

・各町会では纏まらないので、連合町会で進めている地域防災組織をはっきりして貰う。(川名さん) 

・今回の震災で積極的に動いてくれたのが、赤十字の方なので、それも入れておいて方がよいのではないか。(桐生さん) 

・赤十字は秋津支部。秋津軍団。秋津奉仕軍団。?(正式に調べる) (鮎川さん) 

・鍵の管理について一括管理の提案有り。(他各管理組合の管理している防災倉庫など把握する必要がある) 

 鍵の管理については管理場所・管理者など纏めておく。(川名さん) 

・学校にむやみに電話しない。市役所との連絡に無線があると聞いたが。(桐生さん) 

・防災無線は一方向。(鮎川さん) 

・市役所とは連絡が出来ないのではないか。(桐生さん) 

・電話回線でなく別方法を検討したい。(山口教頭) 

・窓ガラスの耐震も要望したらよいのではないか。(桐生さん) 

 

・チェックリスの紹介。(山口教頭) 

 

ご意見が有ればご連絡・ご提案下さい。 

(参考資料として千葉県総合教育センターの「避難所対応マニュアル作成の手引き」提出) 

 

 

６．その他 

(1)「子どもたちと一緒に活動してみませんか」学校支援ボランティア参加についてのご案内・・・資料3(教頭) 

山口教頭より説明。 

(山口教頭) 

 「学校支援ボランティア参加についてのご案内」全戸配布、パートナー会議委員の公募も一緒。 

 パートナー会議委員の公募の締め切りを3月16日にしたい。パートナー会議第一回目までに人選したい。 

(桐生さん) 

 この前配ったリストが古いので更新し直した方がよい。住んでいない方も結構ありました。 

(鮎川さん) 

 ３月１日だと１丁目の第４日曜日に間に合わない。発行日は２月吉日は? 

(山口教頭) 

 発行日は２月吉日。発行は２月１８日で全戸配布にする。 

 

(川名さん) 
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 防災の移植について。 

(鮎川さん) 

 写真を撮って教育委員会に提出しなければならない。本年度中に行いたい。 

(山口教頭) 

 お陰様でビオトープの改修、川名さん中心に進んでいます。２/１２午前中予定をしています。 

 川名さんと話しましたが、最近水漏れがしているのではないかと。３／１１確かに液状化現象があったので、 

 防水シートが破れたのではないか。とりあえず月一回の予定でお願いしたい。 

(川名さん) 

 毎月掲示板にお願いします。もう少し子どもたちにお願いできないかなー「ゴミを入れるな」と教育してほしい。 

 ロープを張ればよいのだが、それはやりたくない。学校が「(ゴミを入れることが)良くないこと」と教えてあげないと。 

 立て看板はやりたくない。 

(山口教頭) 

 一昨年掃除を子どもたちにさせたときには実感していたが。 

  → 特に結論はない。 

 

(竹林さん) 

 最後に一言。 

１年間有り難う御座いました。安全支援ボランティアで７年、公募で１年やりましたが、体調(後遺症)が思うよう

に治りません。安全ボランティアとか学習支援ボランティアは引き続きしたいが、１年間公募として委員会(会議)で

は座っているだけで何も役に立っていません。パートナー委員になるとビオトープの委員にも入るのです、委員にな

っている間は毎月(ビオトープ作業日)には来ているつもりです。しかし、１２月に１月は第２日曜日(1/15)にやると

聞いていたら中止でした。中止の意味は分かりますが、表(掲示板)にも貼っていませんでした。後遺症が治らないの

で今年で辞め、若い人に入って貰い活躍してほしいと思います。長い間有り難う御座いました。 

(川名さん) 

 いろんな情報があれは掲示板に貼って下さい。 

(桐生さん) 

 今年度のパートナー会議これで終わりです。有り難う御座いました。 

(全員) 

 有り難う御座いました。 

(桐生さん) 

  恒例の打ち上げをしたいのですが。 

(鮎川さん)  

  3月15日(木)卒業式では。 

 

以上 


