令和３年度

第２回学校運営協議会議事録
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議 題

１

開会

２

学校長あいさつ

３

学校の現状について

４

運営等に関する意見の具申並びに情報交換

つかさ

司

・学校の教育活動についての支援・参画・参観に関する協議
・アクションプラン検討
・小中一貫教育推進への具体的な支援協議
５

等

連絡・その他

議 事
伊東

ただいまから第２回学校運営協議会を始めます。

設楽

【２ 学校長あいさつ 】
天候不順で、荒れた天気が続きましたが、今日は天気が良くなりまし
た。東京には緊急事態宣言が出ています。その中の東京オリンピック開
催で、生徒達には今ひとつ、身近なものにはなっていません。来年度は
栃木県でもいちご一会国体が行われますので、生徒にはスポーツへの関
心をもってもらうチャンスにしたいと思います。
【３ 学校の現状について】
学校の現状をお話しします。今年度１年生がなす高原自然の家に宿泊
学習に行ってきました。当初計画していたプログラムではなく、登山を
断念したり、キャンプファイヤーも１００名を超えてしまうので行わな
かったりするなど、一部変更して行いました。地区総合体育大会も先週
から行われています。熱中症対策により県大会の開催期日が長くなりま
したので、地区大会は夏休み前に実施することになりました。県大会に
は、現在、野球、男子バスケットボール、バドミントン、男女ソフトテ
ニス個人、卓球の個人が出場する予定です。明日も卓球と男子ソフトテ
ニス、剣道の団体戦が行われます。修学旅行は９月に延期しました。体

育祭は９月、夏椿祭は１０月に行う予定です。体育祭は家族のみの観覧
にしたいと思っています。
体育の授業では水泳を行っています。密にならないよう人数を減ら
し、男女別に取り組んでいます。男女別にするとプールの監督が１名に
なってしまうので、安全のために他の教員も授業に参加し、２名体制で
取り組んでいます。タブレット端末は、今現在、持ち帰りなしで使用し
ています。
行事に関しては、どういう目標を達成するために行うのかを考えて企
画しています。そうすることによって、働き方改革や生徒の達成度の高
まりを狙っています。
【４ 運営等に関する意見の具申並びに情報交換】
伊東

ここからは小杉様お願いします。

小杉

それでは、議題の４番、運営等に関する意見の具申並びに情報交換に
入ります。始めに学校の教育活動についての支援・参画・参観に関する
協議です。

伊澤

先日の授業参観で３年生の合唱を見ました。感染症対策もしっかりし
ていました。去年はなかったので、このような時間を設定してもらえて
良かったと思っています。

木島

子供のクラスは書写をやっていました。普段の様子が見られて良かっ
たです。

設楽

合唱ですが、１年生２時間目、２年生４時間目、３年生は５時間目に
発表会の形で行いました。保護者は１年生が６０人弱、２年７０人弱、
３年８０人弱くらいいらっしゃいました。練習時間が短くて、はじめは
なかなか難しかったのですが、だんだん頑張ってできるようになってき
ました。今回は、コンクール形式ではなく、目標を学級の団結にもって
いったので、目標に対する達成度は高かったと思います。

小杉

合唱は、卒業してからもいい思い出となりますので、実施できたこと
がとてもありがたいですね。

熊田

合唱ができたことを聞いて嬉しく思いました。感染症対策大変だった
と思います。

小杉

学校生活に関する支援、参画ということですが、何かご意見はありま
すか。

熊田

親子除草作業に地域の方の参加があるのですが、私が例年お手紙を出
しています。今年度はどのようにしていくのか、方向性をお聞きしたい
と思います。年間計画では９月４日の土曜日の予定になっていました。

伊東

１回目の５月は、感染症対策で中止にさせてもらいました。９月は実

施の予定ですが、校内のみでやろうと計画を立てています。草がとても
すごいので、時間の都合のつく方にお暇なときに、来ていただいて作業
していただけたらありがたいかなと考えていました。片付けまでやらな
ければいけないので、学校に声をかけていただければ、職員も協力でき
ると思います。
熊田

親子除草は地域の方の協力を要請しないということになりますか。

伊澤

親子でも一緒にやるのは感染予防の観点から難しいかな。別々に活動
できるよう考えていただいています。地域の方を要請するのは難しいか
と思っています。草が生えていても感染の状況により実施できないかな
と。

熊田

グリーンクラブは二中学区の方なので協力してくれるのですが、シル
バー大学校は、子供と触れ合わない活動はお断りしたい・・・という雰
囲気があって。グリーンクラブさんだけへのお手紙でもいいでしょう
か。
（賛成）

小杉

緑小は、お孫さんが通っていらっしゃる方が友達を誘ってきてやって
くれていました。でも、この時期、地域の方が入ってもいいのか。不特
定多数の方が校内に入ることに少しの迷いがあります。

熊田

祇園も近隣の方が気が付いたらやってくれていて・・・。回覧板を回
しますか。広報の仕方をどうしたらいいのか考えているのですが。

小杉

緑は、口コミですね。一人でやっているとものすごく時間がかかりま
す。蜂の巣があったりするときもあって心配。二中でもミーティングル
ームなどを使っている団体の方などにも花壇の整備をお願いしたりで
きないでしょうか。今年度は別にやっていただいて、来年度は一緒に子
供達とできたら。はつらつ体操の方は、結構元気なので。ただ、体力的
にも大変かもしれないということも考えられますが。除草や剪定は片付
けの方が大変なんですよね。

熊田

片付けなんかは先生方にも協力して頂いて・・・。

設楽

緑小さんのようにやっていただける方がいたら、紹介してもらうよう
な形でお願いできると助かります。本校の日下田が、一週間くらい前に
一回りやっていますが、またすぐ伸びてきてしまいます。追いつかない
感じですよね。

熊田

回覧でやろうとすればできます。その方法が学校として良ければでき
ますが。

設楽

ボランティア募集という感じですか。

熊田

やるなら、９月ならもう回覧しないと間に合わないので、早めにやる
必要があります。

小杉

今年の夏は、もう難しいかもしれないですね。

設楽

９月４日の親子除草の案配をみて、足りなかったら１０月頃お願いす
る形で。

小杉

クリーン活動の時に来ていただくことも考えてもいいと思います。

小杉

他に何かありますか。

設楽

最近困っていることなんですが、地域の方から連絡があって、東側の
垣根にお酒の缶が置かれている。朝、地域の方が片付けてくださってい
るようなのです。環境的に良くない。それについて学校では、街灯の消
灯時間を早くする、看板を置くなどの対応を考えています。ここのとこ
ろ何回か続いているそうです。たぶん近くの方の外飲みと思われるので
すが。

小杉

学校の中には？ピロティのような場所があると学校の中に入られて、
ということもあるようですね。

設楽

学校の中に入られるというのはないです。
「東側の植え込み」なんです
ね。街灯が付いていないと学校は夜真っ暗になってしまうのですが、最
近本校の職員は９時半ぐらいには大体帰るので、早めに消灯してみよう
と思っています。

小杉

試しにやってもらって、効果が無かったらまた次のことを考えること
にしましょう。

小杉

アクションプランの検討について、宿題があったのですが、ご意見な
どありますか。

石川

アクションプランのプリントをご覧ください。前回ご指摘いただいた
ことを、できるだけかみ砕いた形で表現してみました。内容は変わりま
せんが、表現を変えました。

小杉

前回より具体的になっていますね。評価もしやすいし、言いたいこと
も伝わるんじゃないでしょうか。質問ですが、その他の取り組みで、自
治医科大学との連携ということが入っていますが、具体策を教えてくだ
さい。

石川

１年生の総合的な学習の時間に、看護学部生との交流を行っていま
す。自治医大が下野市にある意味や役割の説明を聞いたり、学内見学な
どを行っています。また、９月７日に健康に関する講話を行う予定にな
っています。

熊田

具体的になっていますし、◎もついて取り組みやすくなっている。こ
れで１年間やってみたらどうでしょう。

大貫

文章の最後が具体的になって、わかりやすくなっていますね。子供に
とってもわかりやすい表現になった。表現がやわらかくなっていいと思

います。主体的な取り組みや学校教育目標をおさえて記入されているの
で、全体として中身の濃いものになっていると思います。
小杉

できた、できないなどの評価がしやすいですね。見守りボランティア
についてはどうなっていますか。

石川

一番右に関しては、外部との調整になります。なかなか難しいものも
あります。保護者様に配布するときには、地域での取り組みまでのもの
を使おうと思います。

設楽

見守りボランティア、
「ながら見守り」に関する手紙を出したこともあ
ります。最近出していませんが、もう一度お願いしたいと思います。

小杉

玄関の灯り点けてもらうとか、ゴミ出しの時間を子供達の登校の時間
に合わせてもらうとかちょっとした工夫でできることをしてもらうの
がいいですね。

設楽

他に被害としては、写真を撮られる、動画を撮られるということが最
近見られます。

熊田

緑小のボランティアも始まりました。祇園小でも始まれば、二中学区
は網羅できると思っています。

小杉

ウォーキングをやっている方も多いので、協力してもらえればありが
たいですね。学校の下校時刻もそうですが、塾の帰りなどの時間が結構
怖い。その時間帯にも見守れればいいと思います。

設楽

アクションプランについても前回いただいた意見がとても参考にな
りました。アクションプランなので行動できるものを入れることが必要
だと、係の石川とも話し合いました。第１回目なので、やりながら改善
していきたいと思います。

小杉

小中一貫教育推進への具体的な支援協議についてはどうでしょうか。

設楽

１１月にクリーン活動を行います。小中合同の協議会での話し合いに
なりますが、今回ご意見があればもっていきたいと思います。

熊田

次の合同会議は、コロナ関係で各学校５名ずつの１５名になります
か。

設楽

１５名＋事務局、祇園小ですが、少人数での話し合いになると思いま
す。もし、小中一貫教育について話題に出してほしいということがあり
ましたらおっしゃってほしいのですが。

小杉

下野市の会議で、石橋地区では、学力の問題で、補習ができるような
時間を先生方でもっているということを聞きました。塾に行っているお
子さんばかりではないと思うので、質問できるようなところがあればい
いのかなと思いました。できれば小学校のうちに基礎でフォローしても
らえたらいいなと思うのですが。

設楽

夏休みは、市が中心になっていきいき学び塾というものを実施してい
ます。サポートセンターと学校の２名で、自習ができるような仕組みで
す。二中では９月から週に２日くらい図書室で自習のできる体制を作っ
ています。大体３年生が４、５人使っています。でも教員が足りなくて
できないことも多いですね。学習ボランティアの方にお願いするのもい
いと思うのですが、生徒が来ないこともあるので、来ていただいたとき
に誰もいないという状況になるのは申し訳ないです。

小杉

そういう場所があることが大切ですので、ありがたいと思います。

熊田

地域でお手伝いできることがあればと思いますが、中学校だとハード
ルが高いですよね。聞かれても教えられるかどうか分からない。小学校
ならなんとかなりそうですけど。でも小学生も忙しいんですよね。ニー
ズがあればできるといいなと思います。

小杉

他に何かありますか。

熊田

以前合同会議で聞いたことがあったんですけれど、今って中学生が小
学校に行って一緒に行うあいさつ運動はやっていますか？

石川

コロナなので、中学校だけで部活動などの当番を決めて実施していま
す。

設楽

小中で日程を決めて、同じ日に自分の学校であいさつ運動をやることに
なっています。

熊田

地域の方もそれに併せて、やってもらえればいいかなという意見もあ
りますけれども。今はコロナもあって無理かな。

熊田

小学生なんかは集団登校しているので、集合場所なんかではあまりあ
いさつをしてくれないというような反省も出たことがあるので、地域の
方はそういうところであいさつ運動をしてもらえるといいですね。顔見
知りになると、結構あいさつしてくれるのですが、あさはみんなテンシ
ョンが低くて。まあ、コロナが収まってからですよね。

小杉

昔あいさつしてくれた人が、今もしてくれたりして。

小杉

別の件ですが、緑小で、保護者の数が減っている関係で、PTA ボラン
ティアが減っていて本を借りに行くのが難しいので、ご自宅で処分して
しまう本があったら寄付してもらえないかという話がありました。中学
校で集めてもらえたら取りに行けるかも。

熊田

祇園小は、校長先生が出していらっしゃるお手紙の中で話題にしても
らいました。寄付していただける方がいたら「学校へ電話してくださ
い。
」と。連絡してもってきてもらうという手順になっています。

小杉

もし、いい本があったら是非協力してください。そのほかに何か議題
がありましたら出してください。

渡辺

私はよく、中学生に職業についても話をするのですが、講演の最後に
は、必ず質疑応答をして反応をもらうことにしていますが、中学校ぐら
いでは、この後社会に出て行くためにこれは必要だよと伝えています。
今回のアクションプランは量が多いと思ういますが、どこまでできるか
分からないですけれど、やってみることは大切ですよね。「自ら考え学
ぶ」には自分から発信する必要があります。もっと自分の意思をもって
意見を発信できるようにしたいですね。社会に出たとき、自分はどれだ
け資質を鍛えて、個人として出していけるのかがものをいう。諦めたら
終わりです。私は子供達には感覚的にわかるように伝えるようにしてい
ます。SDGs、環境問題も伝えていきたいと思っています。数字だけでは
伝わらないので、自分で考えて工夫して説明できるようにしていきた
い、子供たちもそうなってほしいと思います。

小杉

ぜひ自分の意見を表現して、海外でも社会に出たときにも生きていけ
る力を付けてもらいたいと思います。
【連絡・その他】

伊東

第３回学校運営協議会は１２月、４回は２月です。小中三校の合同会
議は本校で実施します。お配りした地図ですが、通学路で危険なところ
があるかどうか見ていただき、お気づきの点がありましたら、地図に書
くなどして連絡を頂きたいと思います。

伊東

危険箇所、エゴノキ通りは緩いカーブで周りが見えなくて危険などと
よく出ています。

石川

アクションプランは、配布・実施してよろしいでしょうか。
（了承）
それから地域コーディネーター養成研修があります。希望があればお知
らせください。

熊田

全参加での希望ですか。期日が決まっているのが第１回と第３回で第
２回は期日が決まっていないのですが。第１回と第３回が参加できれ
ば、参加資格があるということですか。

石川

そのあたりの詳しいことは、よく分からないのですが。希望があれば
確認してみます。

設楽

来週から夏休みに入ります。基本的に毎日日直がいますので、気にな
ることがあれば、ご連絡ください。本日はありがとうございました。

