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令和２年度 第１回学校運営協議会
議事録

日 時 令和２年４月２８日（火） １５：００～１６：００

開催場所 下野市立南河内第二中学校 会議室

わたなべ よしひろ そが すけひさ ふくおか ひさこ こすぎ まりこ くまだ ひろこ

参加者 渡邊 欣宥 ・ 曽我 祐久 ・ 福岡 久子 ・ 小杉 満理子・ 熊田 裕子
いしじま のぶこ いざわ としこ とみざわ しだら たかお いしかわ たかゆき

石島 敦子 ・ 伊澤 登志子 ・ 冨沢 ひとみ ・ 設樂 孝男・石川 孝之
おおぬき よしみ いとう みちこ さいとう かよこ

大貫 義見 ・伊東 道子 ・ 齋藤 佳代子 １３名
欠席者 曽我 祐久

（敬称略）

議 題 １ 任命書交付
２ 自己紹介
３ 学校運営協議会について
４ 会長・副会長の選出
５ 学校運営方針等の説明並びに承認
６ 年間計画について
７ 運営等に関する意見の具申並びに情報交換
８ 地域学校共同活動推進員の話
８ 連絡・その他

議 事
伊東 ただ今から、第１回学校運営協議会を始めます。

まず最初に、任命書交付。

【１ 任命書交付】
設樂 本来なら内容を読み上げるべきですが、お一人お一人お渡しいたします。

一年間よろしくお願いします。

【２ 自己紹介】
伊東 続きまして自己紹介です。順番にお願いいたします。

渡邉 緑三丁目の自治会長、民生委員の渡邉です。

福岡 福岡です。ダイアパレスの自治会長５年目です。

小杉 緑５丁目の民生委員です。過去にＰＴＡ副会長をやっていました。

石島 祇園２丁目の石島です。

熊田 熊田です。つい先ほどまで、ＰＴＡ会長でした。引き継ぎが終わりました。

伊澤 引き継ぎが終わり、ＰＴＡ会長になりました伊澤です。

冨沢 二中のＰＴＡ副会長の冨沢です。

石川 石川です。本校の地域連携教員です。

設楽 本年度から、校長になりました設楽です。本校１０年目になります。
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伊東 曽我様は、本日体調不良で欠席となります。
先ほどまで緊張しておりましたが、顔なじみの方がいらっしゃり懐かしく思います。
本校教頭の伊東です。よろしくお願いいたします。

齋藤 本校教務の齋藤です。本年もよろしくお願いいたします。

伊東 学校運営協議会をまとめてくださるのが地域学校協働活動推進員の大貫様です。

大貫 一緒に勉強させていただければと思います。よろしくお願いします。

【学校長挨拶】
設樂 皆様、こんにちは、本日はお忙しい中、そして、新型コロナウィルス感染症のため、

緊急事態宣言が発令されている中、お集まりいただきましてありがとうございます。
本来なら、緊急事態宣言中なので、この会は延期すべきかもしれませんが、現在、学
校が臨時休業中であり、今後の先行きも不透明なため、学校運営協議会委員の皆様に、
学校の対応のお話をさせていただき、ご意見をいただいたり、ご協力をいただければ
と思い開催する運びといたしました。短時間で行いたいと思いますので、よろしくお
願いいたします。
さて、現在、子どもたちを取り巻く環境は、大変複雑であり、社会に出てから求め

られている資質・能力にいたしましても、従来どおりというわけにもいきません。知
識・技能だけではなく、思考力・判断力・表現力を生かした活用能力・未知の状況に
応じた対応能力、そして学びに向かう能力や人間性などさまざまなことが求められて、
育てていかなければなりません。そうなると、とても学校だけの力では教育は成り立
ちません。保護者はもちろん、地域の皆様のご理解とご協力が必要となります。学校
運営協議会では、地域の代表として、地域の目線で学校にアドバイスをいただけたら
幸いです。また、学校と地域を結ぶ一つの力となっていたただき、地域に根ざし、地
域とともにある学校を地域とともに作っていけたらと思っています。臨時休校が続く
中、今、地域のお力が必要なのではないかと思っています。どうかよろしくお願いし
ます。

【３ 学校運営協議会について】
伊東 今、校長から話していただいたとおりでございます。資料をご用意させていただき

ました。こちらをお時間があるときご覧いただければと思います。

【４ 会長・副会長の選出】
伊東 会長・副会長の選出ですが、まず、立候補はございませんか。

では、推薦したいという方はございませんか。

熊田 是非、本年度も渡邉さんに継続してお願いしたいと思います。

伊東 では、渡邉様よろしいでしょうか。
〈満場一致〉

次に、副会長ですがいかがでしょうか。

福岡 熊田さんはいかがでしょうか。

熊田 祇園小のほうでも役を受けることになっており、もちろん、こちらも御協力・動く
ことは動きます。福岡さんに、継続でお願いできましたら。

福岡 昨年度から、特に何もなくやってこられましたので、では、承知しました。
〈満場一致〉

伊東 では、これより先は、会長の渡邉様に進行を変わります。

渡邉 昨年度の教頭先生が、そのまま校長先生になられたので、今年もまさに大変話しや
すい学校運営協議会になるのではないでしょうか。
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学校の子どもたちを、学校だけでなく、地域でも育てていく。
忌憚のないご意見を出していただきたい。
昨年度よりも、一歩進んだ学校運営協議会になればと思います。
では、５の学校運営方針の説明並びに承認をお願いします。

【５ 学校運営の方針等の説明並びに承認】
設樂 承認していただけなければ、運営できませんので、まず、私のほうで説明させてい

ただきまして、その後、ご意見等がございましたらいただきます。
学校運営方針等についてご説明いたします。
本校のめざす生徒像は、教育目標から、資料の①から③で、さらに、セルフコント

ロールができる生徒と愛校心の高い生徒を目指しています。
自分の感情を制御するとともに、今何が必要か自分で考え、主体的に動ける生徒を

育みたいと思います。また、自分のことだけでなく、周りの友達そして学校全体のこ
とを考えて行動できる生徒になってほしいと考えています。
生徒は、ご家庭のお力もあって、とても高い基礎学力等を有しています。しかし、

もっている力を表に出して発揮しようとすることをなかなかしません。そのため、自
分を磨く機会を失っている生徒がたくさんいます。そこで、前校長と相談して、生徒
のスローガンとして「ＥＸＣＥＥＤ」としました。チャレンジすることで、伸ばす。
高い目標を持って努力することで、自分を磨いていく。そうあってほしいと思います。
そのような生徒を育成していくために、学校は、
安心して生活できる学校
保護者・地域社会と連携して一つとなって生徒の成長を応援する学校
自分の資質向上をめざし学び続ける教員集団である学校
公務員として自覚と使命感を持ち、主体的に職務に取り組む職員集団である学校

にしたいと思います。
そのためにも、チームとして協働し新しいことに尻込みせずに改革できることはし

ていこうと思います。

今年度の努力点は、
① 特色ある学校づくり
② 基礎的基本的な知識技能の確実な習得と活用力や自ら学び考える力の育成
③ 豊かな心を育む教育活動の充実とたくましく生きる力の育成
④ 健康の保持増進と体力向上をはかり、健康安全に対する資質や能力の育成
⑤ 教育専門職としての能力の向上
また、教育環境の整備と活用を図っていきたいと思います。
ただ、今現在、ご承知の通り、臨時休校が続いていて、今後授業時数の確保も難し

くなり、いろいろな行事の中止も出てくると思います。現に、７月までの行事は全て
延期や中止となっている状況です。そんな中、年度当初に立てた計画通りには参りま
せんが、一生に一度の中学時代ですので、生徒の安全を図りつつ、全力で教育活動を
行っていきたいと思います。
簡単に説明させていただきましたが、何かありましたらお願いします。

渡邉 先ほど、緑小学校の学校運営協議会に参加してきました。やはり、学校の行事がめ
ちゃくちゃになってしまったと伺いました。
校長先生も延期や中止とおっしゃっていました。
エコライフ祭りも１０月の最終土曜日に延期しました。学校等や団体等との関係も

ありますので９月の中旬頃の状況を捉えて考えていきたいと思います。今、延期と申
しておきますが、中止の方が強いかもしれません。後日、文書でお知らせいたします。
では、校長先生の学校運営について、皆様の方からご意見等ありましたらお願いし

ます。

熊田 ２ページの最後の「今年の目標」とは。

設楽 これは、学校の先生方の目標です。先生方の自分の目標です。一人一人が学校経営
に参加している意識を捉えてほしいということです。
先程言い忘れましたが、夏休みが短縮され８月２４日から授業再開です。１日７時
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間授業となります。水曜日が６時間授業です。臨時休業が今のままで終われば、それ
で授業時数を補うことができます。この先臨時休業が延びると、冬休みが短縮の可能
性もでてきます。特に３年生は、受験もありますので、このような形で進めていきた
いと思います。

渡邉 学校経営方針の承認の欠をとります。ご承認していただける方は拍手をお願いしま
す。

〈拍手。満場一致。〉
続いて、６番 年間計画に移ります。

【６ 年間計画について】
伊東 第１回目が変更で、本日実施となりました。

第２回目が７月７日です。内容は、学校教育活動についての支援・参画・参観に関
する協議、学校、家庭および地域における教育課題解決の協議、小中一貫教育推進へ
の具体的な支援協議です。
第３回目は、９月１５日です。二中学校区学校運営協議会になります。
第４回目は、１０月３日体育祭の見学
第５回目は、１０月２３日・２４日学校祭の見学
第６回目は、１２月８日です。授業参観、給食試食会、学校の教育活動についての

支援・参画・参観に関する協議、学校・家庭および地域における教育課題解決の協議、
小中一貫教育推進への具体的な支援協議と、内容が盛りだくさんになっております。
第７回目は２月２日です。学校の運営状況等への評価や最後の学校運営協議会の内

容の確認になります。次年度の役員選出になります。
第８回目は、３月１１日卒業式です。
必要に応じて、このほかにも学校運営協議会を行うこともありますのでよろしくお

願いいたします。

渡邉 ７ 運営等に関する意見の具申並びに情報交換に移ります。

【７ 運営等に関する意見の具申並びに情報交換】
設楽 新型コロナウイルス感染症対策についてお話させていただきます。

臨時休業中ですが、３月の時とは状況も変化しており、生徒には、不要不急の外出
を控えるように伝えています。また、運動についても、個人でなら良いのですが、集
まって行うことはやめるように指導しています。
生徒の安全確認として、毎週電話連絡をしています。また、今週は家庭訪問も実施

しました。連絡が取れたときは、生徒、およびご家族の健康確認とともに、学習の進
度や、困っていることはないかなどの確認をしています。また、緑小学校から教えて
いただき、学校メールで健康観察（本人・家族）を月曜日に実施しています。祇園小
も取り組んでいます。
学習状況は、課題を最初に渡しております。もう終わっている子もいれば、４教科

の課題がまだ終わっていない子もいるようです。
市教育委員会でもネット配信の授業を考えているようです。市内統一で足並みを揃

えてできればと思います。ネット環境の整っていないご家庭もあるでしょうから、平
等にできることが望ましいと思います。
今後、学校が再開した場合ですが、今現在は、分散登校を考えています。分散登校

とは、３密をさけるため、学級を二つに分け、それぞれ、午前と午後に別々に登校す
るものです。授業は３時間とし、午前と午後で同じ授業をすることで、一つの学級で
同じ内容を履修したこととなります。午前の登校と午後の登校は、一日交換とします。
給食や清掃はありません。
生徒が登校してからの安全対策について、職員でいろいろと考えています。授業は、

逆行してしまいますが、話し合い活動をしないとか、ものの貸し借りをしないなど、
そのほか、給食、図書室、部活動等についても、冊子にあるようなことを考えていま
す。発熱で早退する生徒は、保健室隣の部屋でお迎えが来るまでは待機するとか、下
校後は、職員で消毒をするとか。昼休みの体育館利用を禁止し、校庭を利用するとか。
図書室の利用人数制限や返却本は、返却ボックスへ入れ、貸し出した本は１週間放置
し、その後書架に戻すなどです。黄色の資料は教科ごとの対策で、他教科のものも参
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考にするようになっています。部活動についてもまとめました。
感染者が出たら、２週間休校、その後再開したら、分散登校となっています。また、

職員も５～６名消毒担当者が決まっています。専門家の消毒も入ります。
わりと細かく対策を練っているつもりですが、考えても考えても正直きりはなく心

配事が増えています。しかし、人も時間も限られているのでできる範囲で安全対策を
していきたいと思っています。多くの生徒は、感染しても軽症でしょうが、中に必ず
重症になる生徒がいます。命にかかわる案件ですので、慎重に対応していきたいと思
います。

渡邉 これらについて、ご質問等ありますか。
緑小学校の学校運営協議会では、ＰＴＡ会長様から（医療に従事者）もし、その家

族が陽性になって、その子が学校に行っていて感染元になったらと思うと、学校には
行かせられない、と悩んでいると伺いました。これは、学校も保護者も悩んでいるこ
とで、どこで感染するかはわからない。

設樂 感染予防のため休むのは、出席停止で欠席扱いになりません。そうした場合に、授
業が進んだ場合、その子への対応に悩みます。プリントを渡したりは考えますが、も
し、１年間続いたらどうすればよいか悩むところです。

渡邉 医療従事者と言えば、伊澤さんもいかがですか。

伊澤 子供達には、手洗い・うがいをして自分で防ぐしかないと話しています。うちも医
療従事者になってしまいますので、どこでうつってくるかもわからないですし。
授業も心配ですが、友達に会えないのが心配。以前はゲームで友達と交流している

のは進めませんでしたが、今は仕方ないかと許している面もあります。

渡邉 いずれにせよ生活はしていかなくてはならない。ベターの方法を考えて進めていく
しかないのかと思いますね。

熊田 感じたことをお話させていただきます。小・中学生、とくに男子はエネルギーが有
り余っている。男子はどうしても群れたがる。これを見ると、通報をする方もいると
伺っています。少しぐらいは、いいのではと思います。
子どもたちも我慢しているのを理解して、地域も受け入れるべきではないのでしょ

うか。

渡邉 朝から、ランニングしている学生さんもいます。私たちも若かったら、こんな状態
になったらへんになってしまうかもしれないですよね。友達は大切ですし、あまり言
うとね。

福岡 感染予防対策の授業の資料ですが、娘は体育の教師で、娘のところは、体育は不要
教科と言われてしまったと言ってます。これを見るとちゃんと考えてありますね。
あまり外で子どもは見かけないです。

熊田 時折、サッカーをやっていたり、一人で走っているのを見かけますね。

設樂 学校でも推奨はできないので。

熊田 屋外でしたらね。

渡邉 なんかの拍子に、考えられないところから感染することもあります。 栃木県はま
だ低い感染者数です。首都圏に通勤の方が多い県は多いですね。

福岡 結城市は、昨日５月いっぱい休校決定。在宅勤務も推奨されています。

設樂 下野市は、教員は何かあったときの対応として、勤務しています。市の職員は在宅
勤務していますが。
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渡邉 では、８番 地域学校協働活動推進員のお話です。お願いします。

【８ 地域学校協働活動推進員のお話】
大貫 仕事が増えている中、このような資料を作るのも大変なことだったでしょう。この

ような時こそ、みんなで協力していくことが大切だと思います。二つ目は、誰にも感
染の可能性があるので、みんなで新型コロナウイルス感染症の予防に向かって、大人
が、子どもに教えていけたらと思います。三つ目は、大変ななかでも、学びもあるで
しょう。家族と過ごす時間が多い分、家族のためにできることはないかと考えること
もできるのではないでしょうか。
みんなで力を合わせていきましょう。

渡邉 最後に９連絡・その他です。お願いします。

【９ 連絡・その他】
伊東 次回は７月７日です。このような事態なので変更もあるかもしれませんが、よろし

くお願いいたします。

設楽 名札ですが、学校が始まったら、名札をつけてどんどんご来校ください。
学校のＨＰがあります。昨年の阿嶋校長から引き継ぎたくさん情報を発信していき

たいと思います。どうぞご覧ください。
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