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「広報いいだ」１月号による説明

－2－
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平成 29 年度 飯田コミュニティスクール設置状況
飯田コミュニティスクールにおける学校運営協議会の状況

固有の名称

委
員
数

回
数
※

氏

明るいかざこしの子らを育てる会

15

５

小澤

伸好

追手町小

8

２

北林

明

３

浜井場小

10

２

椎名

洽一

４

座光寺小

6

２

（未定）

５

松尾小

9

２

小木曽博人

松尾地区まちづくり委員会委員長

６

下久堅小

13

２

平沢

清

下久堅地区まちづくり委員会会長

７

上久堅小

11

３

宮島

忍

校長

８

千代小

10

３

北村

勝志

前千代公民館長

９

千栄小

11

２

竹下

雅一

区長

10

龍江小

14

３

一ノ瀬孝司

龍江地域づくり委員会会長

11

竜丘小

13

３

下平

勝熙

竜丘自治会会長

12

川路小

川路っ子コミュニティスクール運営協議会

10

２

橋本

國雄

川路まちづくり委員会会長

13

三穂小

三穂学校運営協議会

20

３

久保田克彦

三穂公民館長

14

山本小

11

３

元村

両治

山本地域づくり委員会会長

15

伊賀良小

10

３

今牧

英明

まちづくり協議会会長

16

鼎小

「かなえコミュニティスクール」

27

鼎中

学校運営協議会

12

３

水口

芳昭

鼎地区まちづくり委員会会長

17

上郷小

上郷の子どもを育む会運営協議会

12

２

山田

雅士

運営協議会長

18

上村小

かみむらっこ応援団運営協議会

10

３

松下

豊

上村公民館長

19

和田小

8

４

前澤

憲道

南信濃まちづくり委員会副会長

21

飯田東中

17

２

牧島

浩幸

ＰＴＡ会長

23

緑ヶ丘中

25

２

小木曽博人

松尾地区まちづくり委員会会長

24

竜東中

20

４

川手

重光

千代地区まちづくり委員会会長

25

竜峡中

14

５

塩澤

俊夫

龍江公民館長

26

旭ヶ丘中

11

２

元村

両治

山本地域づくり委員会会長

28

高陵中

12

３

29

遠山中

11

３

No

学校名

１

丸山小

22

飯田西中

２

学校運営協議会

笠松運営協議会

飯田東中学校協力者会議

竜東中学校地区連絡協議会

学校運営協議会会長
名

（未定）
前澤

憲道

役

職 等

丸山地区まちづくり委員会会長

橋南公民館長
（学識経験者）
（第２回協議会にて決定）

（来年度第１回協議会で決定）
南信濃まちづくり委員会副会長

①丸山小と飯田西中、鼎小と鼎中は、中学校区で１つの学校運営協議会を設置
②※は１年間の学校運営協議会開催回数

この外、各学校では委員に

運動会や音楽会、文化祭、授業参観、小中合同研修会などへ出席を要請している。
③学校運営協議会会長のうち、公民館長は前職を含め、５名である。
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平成 29 年度
学校名
学校運営協議会

飯田コミュニティスクール実践報告書

丸山小学校

校長名

熊谷 恒雄

＊明るいかざこしの子らを育てる会

記入者

備考 該当は○

熊谷 力

（○）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名

小澤 伸好 （役職）丸山まちづくり委員会会長

学校運営協議会開催回数

５回

特記事項

委員数

15 名

運動会、音楽会、授業参観日、小中合同研修会

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
・４月２６日 学校運営協議会にて、学校運営基本方針についての説明と承認
・５月１６日 第 1 回明るいかざこしの子らを育てる会（学校運営協議会＋推進部会）において
4/26 に承認いただいたことを報告
（２）学校評価
・１月２２日 学校運営協議会において、学校評価について説明、検証
・２月２２日 第２回明るいかざこしの子らを育てる会において、1/22 の学校評価の報告
（３）学校支援
・あいさつ運動

羽場・丸山まちづくり委員会として毎月 1 回実施、飯田西中生徒も参加
※次年度から、東野まちづくり会議の皆さんも参加の方向で調整中
人権擁護委員さんによるあいさつ運動 学期に 1 回

・登下校の見守り

・防犯教室

・万引防止教室

・夏休みプール指導

・いじめ根絶宣言の学校集会にて講話（駅前交番所長、人権擁護委員、主任児童委員）
・資源回収

・環境整備作業

・かざこし登山でのガイド

・読み聞かせ

・放課後子どもクラブ（青空スクール）

・大平見学でのガイド

・クラブ活動での講師

・栽培活動（サツマイモ、とうもろこし、大豆、米等）の支援
・人形劇指導 ・花の苗定植作業
２ 本年度の成果

・音楽会の準備支援

・水引体験

・和菓子作り体験

～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～

①「めざす子どもの姿」について協議ができ、学校運営協議会通信で発信できた。
②地域、学校、保護者（家庭）が共通して取り組むこと「あいさつ」を決めだし、あいさつ運動などを実
施できた。また、「あいさつ運動」の広がりが見られた。
③小学校では学習への支援、中学校では大人に混ざって地域で活動できる機会を設けることができた。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること
①「めざす子どもの姿」を地域で共有し、さらに協力者を募っていく。高校生の参加を模索する。
②学校職員と地域の方が懇談できる場を増やせる様に小中合同研修会に参加していただくなど工夫する。

４ 今年、この１枚

12 月 7 日、丸山小学校と飯田西
中 学 校 の 小 中合 同 研 修会を 行 っ
た。学校運営協議会の委員の皆さ
んに、初めて参加していただいた。
7 グループに分かれての協議の中
の「地域連携グループ」に参加し、
小中の職員と意見交換ができた。
学 校 運 営 協 議会 の 中 だけで は な
く、多くの教職員と地域の方々と
が語り合える場を設けていくこと
が大切であると感じている。
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平成 29 年度
学校名

飯田コミュニティスクール実践報告書

追手町小学校

学校運営協議会

校長名

庄田 秀俊

＊

記入者

備考 該当は○

（

中原 秀樹
）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名
学校運営協議会開催回数

北林 明
２

回

（役職）橋南公民館長
特記事項

委員数

８名

小中連携職員研修会（飯田市職員研修会）参加

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
５／１５に行われた第１回学校運営協議会において今年度の学校運営の基本方針を承認した。
（２）学校評価
１１月に児童・保護者・学校運営協議会委員を対象に学校評価アンケートを行った。２／２２に予定
している第２回学校運営協議会において報告し、最終的な評価を行う。
（３）学校支援
６つの学校支援隊（安全見守り隊、学校行事応援隊、環境整備隊、クラブ応援隊、読み聞かせ隊、学
習・家庭支援隊）を置き、それぞれの年間計画に従って支援を行っている。
２ 本年度の成果

～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～

・第１回目の小中連携職員研修会で東中学校区の学校運営協議会委員に全学級公開授業を参観して、子ど
もの理解を深めていただいた。
・橋南公民館主催の夏休み子ども教室に、地域の方と学校職員が学習支援ボランティアとして参加した。
・追手町小学校の運動会前日準備に橋南まちづくり委員会の皆さんがテント張りを手伝ってくださった。
・１１月に橋南公民館、おもしろ科学工房、追手町小学校の共催で科学実験教室を行い、理科や科学へ
の興味・関心を高める取り組みを行った。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること
・今のところ、学習支援ボランティアが夏休み子ども教室だけに限られているので、日常の学習にもボラ
ンティアとして支援をいただけるような体制を整えていきたい。
・第１回の学校運営協議会で、めざす子ども像について意見を出していただいた。「あいさつのできる子
ども」
「生きる力がある子ども」
「信自・愛他（学校目標）を具現した子ども」など様々な考えがあるが、
徐々に共通のものにしていきたい。
・グランドデザインに、家庭や地域の行動目標を明記することについては、第２回の学校運営協議会で再
検討しグランドデザインにはっきりと示していく。
４ 今年、この１枚

１１月に橋南公民館、おもしろ
科学工房、追手町小の共催で科
学実験教室を行った。写真は５
年生「超低温の世界（超伝導）
」
の実験の様子から。
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平成 29 年度
学校名
学校運営協議会

飯田コミュニティスクール実践報告書

浜井場小学校

校長名

熊谷 典子

＊

備考 該当は○

記入者
（

木下 武

）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名
学校運営協議会開催回数

椎名 洽一
２ 回

委員数

特記事項

10 名

音楽会・運動会・参観日・生活総合学習発表会

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
・第 1 回学校運営協議会（７月５日）にて、学校長より今年度の学校運営の方針・グランドデザ
イン等を説明した。その後、委員よりご意見をいただき、承認していただいた。
（２）学校評価
・各種行事に参加していただくと共に、その都度、子どもたちの姿や教師の様子から学校評価を
行っていただいた。
・評価の結果は校長だより＜笑顔＞で保護者に伝えたり、学校ホームページで随時公開したりし
ている。
（３）学校支援
･クラブや学習支援など、地域の学校支援ボランティアのお力をお借りしたいときに、地域コーデ
ィネータである委員(公民館主事)に依頼をし、ボランティアの選出を行っていただいた。
・委員の方にも登校見守りなど、日常的に学校を支援していただいている。
２ 本年度の成果 ～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～
・協議会委員には、定例で行われる学校運営協議会だけでなく、各学校行事に参加していただき、
その都度励ましの言葉やご意見をいただいており、それを学校運営に生かすことができた。
・学校支援ボランティアの方には、はまっ子クラブ講師や読み聞かせ、書写や家庭科、生活科･総
合学習など学習支援として日常的に来ていただき、学力・体力向上に関わっていただいた。
・交通指導ボランティアによる毎朝の登校見守りでは、安全確保や挨拶、生活指導など幅広い面
で子どもたちを見ていただいた。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること
・ボランティアへの連絡や統括のため、ボランティアの代表者を決め、組織化していく。

４ 今年、この１枚
児童の企画で始まった学習発表会「円
筒祭」
。生活科・総合的な学習の時間で学
習を支えてくださった地域のボランテ
ィアの皆さんをお呼びして、自分たちの
取り組みが何を学び、何を感じたかを地
域や保護者の皆さんに伝えることがで
きた。地域の方からは、
「子ども達が一生
懸命で精一杯の力で発表をしていまし
た。子ども達は、素晴らしい力の玉手箱
です。地域の人々がみんなを応援して下
さっています」等の感想をいただいた。
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平成 29 年度
学校名
学校運営協議会

飯田コミュニティスクール実践報告書

座光寺小学校

校長名

田本 忍

＊

記入者

備考 該当は○

（

清水 伸行(教頭)
）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

塩澤 哲夫 （役職） 公民館長

学校運営協議会会長名

学校運営協議会開催回数

※第 2 回学校運営協議会にて決定の予定

２回

特記事項

委員数

７名

音楽会・運動会・参観日・座光寺の子どもを語る
会へ参加依頼

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
第 1 回学校運営協議会(6/3)にて、グランドデザインを示し、学校運営についてのご意見をうか
がった。特に、
「学校運営協議会の願い」について検討し、本校の教育活動を通し、どんな子ども
の姿を願うのかご意見をうかがい、グランドデザインの中に反映した。
（２）学校評価
第 2 回学校運営協議会(2/15)で、学校自己評価アンケートをもとに作成した「学校評価書」を
示し、学校評価に対するご意見をうかがう予定。また、各自に「学校関係者評価シート」を渡し、
5 段階の数値と文章による評価を記入していただくようにする。
（３）学校支援
今年度も、月 1 回の「読み聞かせボランティア」による読み聞かせを行い、ボランティアの方も
10 名に増えた。今年度は新たに「調理実習ボランティア」
「ミシンボランティア」
「そろばんボラ
ンティア」
「体育ボランティア」等、新規の 10 の学校支援ボランティアの応募があった。早速、
5･6 年の家庭科の授業等で個別支援にあたっていただき、個々の技能を伸ばすことにつながった。
２ 本年度の成果

～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～

○上記のように新規ボランティアが増えたため、7 月に「学校支援ボランティアの紹介式」を行った。
「子
ども見守り隊」の皆様や各学習支援ボランティアの方にご来校いただき、全校児童の前で自己紹介を
していただいた。児童がボランティアの方の顔を覚え、ボランティアの方との距離が縮まった。
○地域の方・保護者・学校職員が一堂に会し、子どもの育成について考える「座光寺の子どもを語る会」
を開いた。今年度は「語る会推進委員」の皆様が司会を行い、
「育みたい子ども像」についてグループ
討議を行った。互いの立場で子どもへの思いを語り合い、子どもへ願う姿を共有することができた。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること

○現在「座光寺子どもを語る会推進委員会」を中心に行っている「地域と学校が一体となって育て
る子ども像」を更に継続して話し合い、学校と地域が同じ願いを持って取り組めるようにする。
○学校支援ボランティアの組織化を進めたい。
４ 今年、この１枚
「座光寺の子どもを語る会」
グループ討議の様子
「地域で育みたい子ども像」を 6 つ
のグループに分かれて話し合っ
た。立場の異なる方の子どもへ寄
せる思いを知ることができ、願い
の共有の第一歩となった。
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平成 29 年度
学校名
学校運営協議会

飯田コミュニティスクール実践報告書

松尾小学校

校長名

林

＊

司
備考 該当は○

記入者

教頭 小河 保宣

（

）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名
学校運営協議会開催回数

小木曽 博人（役職）松尾地区まちづくり委員会委員長
２回

特記事項

委員数

13 名

音楽会，運動会，まけるな相撲大会，参観日への
出席依頼 松尾地区教育懇談会への出席

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
・第１回学校運営協議会(5/1)で，本年度の学校運営の方針について協議し，承認をいただいた。
（２）学校評価
・12 月中に学校自己評価の地域評価をいただいた。この評価や，児童，保護者アンケートをもとに学校
自己評価を行い，2/22 の第２回学校運営協議会で，本年度活動報告とともに，評価をいただいた。
（３）学校支援
・学校支援ボランティアとして次のことを実施
①クラブボランティア（45 分×1 回，90 分×5 回）
②読書ボランティア（各学年 3 回）
③ミシンボランティア（５，６年家庭科ミシン使用の授業で５年４学級×各 3 回，６年４学級×各 1 回）
④休み時間の遊びボランティア（飯田女子短期大学学生，６月～７月に 7 回）
⑤５年米づくり活動ボランティア
⑥６年松尾地区財産区有林見学学習
⑦５・６年出前科学実験教室（５年 7/19，６年 11/8）
⑧登下校の見守りボランティア（各地区で随時）
⑨４年水引体験教室（２月中旬）

・松尾地区教育懇談会(8/18)で，めざす松尾の子どもたちの姿を見据え，地域や学校でできることを地
域の方，保護者，学校職員が一同に会して，自分たちにできることは何かを話し合い，コミュニティスク
ールへの関心を高めていただいた。
２ 本年度の成果
～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～
・「松尾の子を松尾で育てる」の理念のもと，松尾地域の方にこれまでもご協力いただいて行われていた様々
な活動や学校支援ボランティアを，松尾小コミュニティスクールとして組織化して取り組むことができた。教師
以外の方に教えていただくことで，児童が新たな興味をもったりこれまでになかった多様な考えをもったりする
こと，児童が地域とつながることのきっかけになり，大変有意義であった。
・支援ボランティアから「毎年楽しみにしている」「子どもと関われて生活に張り合いがある」といった数多くの声
が聞かれ，中には「生きがい」と語っていただく方もおり，支援する側のメリットも感じられる。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること

・地域の方々へ「コミュニティスクール」の周知が十分でない部分がある。地区教育懇談会等の場を活用
していっそうの啓発を進める。また，コミュニティスクールだより等で実際の声を届けていく。
・従来実施してきた活動は継続しつつ，ミシンボランティアのように大変有効な学習支援を，より広い分野
でニーズに応じて構築していきたい。
４ 今年、この１枚
〔ミシンボランティア〕
５･６年生の家庭科学習で扱うミシン学習の
時期を合わせて実施。毎時間５～8 人のボ
ランティアの方に入っていただき，個別支
援を行っていただいている。ミシントラブル
が発生してもすぐに対処していただけ，効
率的に学習，実習が進む。できあがった作
品に子どもたちは大満足。
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平成 29 年度
学校名

飯田コミュニティスクール実践報告書

下久堅小学校

学校運営協議会

校長名

中田 博

下久堅小学校学校運営協議会

記入者

備考 該当は○

（

野神 和之
）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名

平沢 清 （役職）下久堅地区まちづくり委員会 会長

学校運営協議会開催回数

2回

特記事項

委員数

13 名

授業参観日への出席依頼

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
①４月２１日（金）第１回下久堅小学校学校運営協議会開催。授業参観（全学級）後，学校長より平成 29
年度学校経営方針公表。飯田市教育委員会，中井文彦教育専門幹より，飯田市コミュニティスクール
について説明。質疑等の協議し運営協議会全委員の承認。
②２月２７日（火）第２回学校運営協議会開催予定。

（２）学校評価 授業アンケートによる観点別評価及び自由記述による評価
①６月 ３日（土）家族参観日，②６月３０日（金）校内音楽会，③１１月１０日（金）授業参観日
④２月２２日（木）授業参観日（予定）
，⑤２月２７日（火）第２回学校運営協議会，学校評価（実施予定）

（３）学校支援「下久堅子ども応援隊」
①学習支援班：お話サークル(読み聞かせ)，講演会講師，授業ゲストティーチャー等。②環境支援
班：校庭整備，校地の草取り，ビオトープ(池)整備，学友林整備等。③ものづくり支援班：紙漉(和
紙保存会)，米作り(子丑会)，梶曲輪の桜(花ふぶき会)，粘土野焼き，栽培活動。④安全支援班：登
下校の見守り，不審者対応，防火訓練指導，交通安全指導，⑤課外活動支援班：放課後子ども教室，
児童クラブ，下久堅ジュニアクラブ。⑥宿泊体験支援班：宿泊体験学習
２ 本年度の成果

～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～

（１）本校独自の特色ある教育活動支援
①ひさかた和紙づくり：1/19(金)（１，３，５年）：ひさかた和紙保存会に皆さんと紙漉体験。
②粘土の野焼き：10/24（火）（２，４，６年）：地域講師及び卒業生に指導を受け土器づくり。
③宿泊体験学習：8/24（木）,25（金）（５年）：宿泊受入農家の皆さんにご協力をいただいた体験学習。

（２）学習応援隊に関わる授業支援：低中学年の授業への保護者や地域の支援応募者による学習支援。
（３）安全教育に関わる支援：交通安全教室や避難訓練，不審者対応：下久堅安全委員会，消防団，駐在員
からの全校指導。
３ 来年度へ向けて，工夫・改善を要すること
コミュニティスクール 2 年目は，下久堅子ども応援隊の支援を中心に授業・学習活動やものづく
り，環境整備，安全教育，課外活動などで地域や保護者に学校支援ボランティアとして，より一層
の工夫に務める。特色ある教育活動「ひさかた和紙づくり」
「粘土の野焼き」「宿泊体験学習」を保
護者や地域の支援により充実を目指していきたい。
４ 今年，この１枚

「ひさかた和紙保存会」の久保田副会長さんや原さんからご
指導をいただき，１・３・５年生が伝統あるひさかた和紙を漉
くことができました。
初めての経験となる１年生も，保存会の方に助けていただき
ながら，真剣なまなざしで紙漉きに取り組んでいました。副学
籍の３年生の S くんも，楽しく紙漉を行いました。本校の伝統
である紙漉きが今年もできたことに保存会，保護者，地域の皆
様に感謝いたします。
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平成 29 年度
学校名

上久堅小

学校運営協議会

飯田コミュニティスクール実践報告書

学校

校長名

宮島 忍

＊上久堅小学校学校運営協議会

記入者

備考 該当は○

（

大和 正秀
）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名
学校運営協議会開催回数

宮 島
3

回

特記事項

忍 （校長）
入学式

運動会

委員数
音楽会

11 名

授業参観 （卒業式）

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
・5 月に行われた協議会で、学校運営の基本方針について、承認を受けた。
・9 月に行われた協議会で、年度後半の学校運営のあり方について、ご意見をいただいた。

（２）学校評価
・9 月の協議会で、7 月に行った学校自己評価について報告し、ご意見をいただいた。2 月の協議会
では、今年度の学校運営について、協議会の皆さんに評価をいただく予定。

（３）学校支援
・クラブ講師を見つけていただいたり、各学年が総合的な学習の時間などでお世話になりたい地域
の方とのパイプ役をしていただいたりと、主に地域の人的資源活用についてご支援をいただいた。

２ 本年度の成果

～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～

・ふるさとに誇りを持ち、何らかの形で将来貢献したいという気持ちを持った子どもを育むために、
竜東中学校区の小中学校が連携した取り組みを行っている。7 月に行われたふるさと竜東の集いで
は、児童・生徒と保護者、地域住民が集い、地域の未来について語り合った。
・地域のひと・もの・ことをいかした取り組みを学校と地域が連携して行い、ふるさとを愛し、誇
りを持てる児童を育んでいる。各学年の総合的な学習の時間や、公民館行事として定着してきたふ
るさと自然体験などがその例となっている。

３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること
・地域住民が学校教育に寄せる願いをお聞きする場を協議会以外の場でも設けること。
・協議会のメンバーが入れ替わっても、連携が継続できるようなしくみづくり。

４ 今年、この１枚
4 年生が総合的な学習の時間に取り組ん
だ「ふるさと CM 大賞応募作品の制作」 地
域のシンボルである神之峰を中心に、地域
の歴史、地域の方言、映像づくり、ドロー
ン操作などに詳しい地域の方にご指導を
いただきながら、児童・保護者・地域の方々
が協力して上久堅の魅力を 30 秒の CM 映像
に凝縮した。制作を通して子どもたちは、
地域の魅力や歴史に触れるとともに、地域
の方と関わるよさを感じた。
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平成 29 年度
学校名
学校運営協議会

飯田コミュニティスクール実践報告書

千代小学校

校長名

片瀬 月子

＊

備考 該当は○

記入者
（

米窪 治紀
）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名
学校運営協議会開催回数

北村 勝志 （前千代公民館長）
３回

特記事項

委員数

10 名

音楽学習発表会ほか参観日には毎回ご案内する

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
・年度当初の第1回で，学校長よりグランドデザインを中心に説明し，意見をいただいた上で承認。
（２）学校評価
・10月の第2回で，1学期末の学校評価まとめ(児童,保護者,学校運営協議会委員)，全国学力学習状況
調査をはじめとする諸検査の結果，前期の児童の様子，地域応援団の活動状況等について意見交換。
・2月の第3回では，2学期末の学校評価まとめについて第2回と同様に検討する。
（３）学校支援
・委員は学校支援ボランティア(千代小地域応援団)のコーディネーターを兼ね，各種支援に参画。
・委員も学校支援ボランティアのメンバーとして，直接読み聞かせや学習支援を行った。
２ 本年度の成果

～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～

・従来の学校評議員会と地域応援団組織を母体とする形で，スムーズに運営できた。学校運営協議会
の位置づけと役割について，委員をはじめ保護者，地域応援団にも知っていただいた。
・4月の参観日で，保護者に地域応援団の活動をスライドで紹介し，理解と協力を得た。
・地域応援団による学習支援では，特に地域学習を体験的に深めることができた。竜東地区の「ふる
さと竜東の集い」でも話題になる，千代のよさを知ること，地域への愛着を持つこと，人のつながり
を大切にすることにつながると考えている。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること
・地域学習の1つである「地域を知る授業」も回数を重ねており，低学年から高学年までが興味をもち
やすい題材が少なくなってきている。地域応援団の会で話題にして検討したい。
４ 今年、この１枚
6年生は，地域応援団農家による支援のもと，
自分たちの柿の木を決めて，摘果や収穫に責任
を持って取り組み，市田柿ができるまでを体験
させてもらった。
｢市田柿｣のブランドを守るとともに，よりよ
い商品にするために，多くの工程と細かな配慮
があることに気づいた。
また，キャリア教育の他にも，渋柿が甘くなる
不思議を科学的に追究し，総合的な学習として
深まりのある学習となった。
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平成 29 年度
学校名

飯田コミュニティスクール実践報告書

千栄小学校

学校運営協議会

校長名

仲村 信治

＊特になし

備考 該当は○

記入者
（

菅沼 昌博

）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名
学校運営協議会開催回数

竹下 雅一
２ 回

特記事項

（役職） 米峰区長

委員数

11 名

運動会、音楽会、参観日、豚汁・餅つき大会、学習発表会

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
・4 月 15 日に第 1 回学校運営協議会を行い、学校運営について説明し、承認していただいた。
（２）学校評価
・2 月１日に第 2 回学校運営協議会を開き、自己評価の説明、学校行事・児童の様子について説明
し、ご意見を伺う計画である。
（３）学校支援
・地域行事が多く、その都度、会合が行われ、顔を合わすことがあるので、学校の様子をお伝えし
ている。
・参観日、学校行事には、ご来校いただけるように、お知らせしている。
・
「学校だより」毎月全戸配布し、学校の様子をお伝えしている。
２ 本年度の成果

～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～

・本校は地域との関わりが深く、学校の為に尽力していただいている。大変有り難いことである。
・学校評議員会を学校運営協議会と名称を変更し、活動の内容を多少変更した程度であるが、
混乱なく移行できた。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること

・年間の行事予定表を作成し、いつでも来校できるような関係を構築していきたい。
４ 今年、この１枚
11 月 23 日に行われた“豚汁・餅つき大会”
日頃お世話になっている方々を、学校にお招
きし、児童、保護者が豚汁とお餅を作って、
「お
もてなし」する行事です。今年は、110 名の方
に参加して、盛大に行われました。
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平成 29 年度
学校名

飯田コミュニティスクール実践報告書

龍江小学校

学校運営協議会

校長名

佐々木 栄子

＊

記入者

備考 該当は○

（

登内

淳

）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名

一ノ瀬 孝司 （龍江地域づくり委員会会長）

学校運営協議会開催回数

３ 回

委員数

14 名

特記事項

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
・第１回学校運営協議会において、本年度の学校運営の方針について学校長から提案し、参会の学
校運営協議会のメンバー全員から承認を受けた。
・学校運営協議会の方々の来校に触れて、学校への要望やご意見を伺い、一緒に学校運営を考える
ようにしてきている。
（２）学校評価
・８月と２月の２回、学校評価を学校の観点、自由記述によって質問紙で記入いただいている。
・第２回の学校運営協議会の折に、保護者、児童、学校運営協議会の集計結果について報告を行っ
た。これから行う第３回の学校運営協議会においても２回目の学校評価の報告をする予定。
（３）学校支援
・日々の登下校の子どもの安全を通学路で見守っていただく「サポート隊」の活動。
・家庭科の裁縫や調理、国語の毛筆指導、生活科の豆腐づくり、総合的な授業の時間の紙すきな
どの授業を地域の方に支援していただく「お助け隊」の活動。
・学校りんご園「アップルキッズの森」のりんごの剪定や消毒等について支援いただいている「学
校りんご園後援会」の活動。
・
「今田人形」
「天竜峡焼の焼き物」
「伝統と文化」
「郷土料理」
「お茶とお花」のクラブ活動を地域
の方にご指導いただく「地域クラブ」の活動。
２ 本年度の成果

～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～

・本校では、今年度から飯田コミュニティスクールを発足したが、昨年度までに地域の方との協力
体制を整えてきていたので、スムーズに運営を軌道に乗せることができている。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること
・人が変わっても持続可能な組織の強化を図っていきたい。
・活動がマンネリ化しないように、アイディアを出し合い活性化していく組織づくりをしたい。
４ 今年、この１枚
「お助け隊」の支援による豆腐づくり
２年生は生活科で大豆を自分たちの畑で育て
ました。大豆の育て方は、地域のお助け隊の方か
ら教えてもらいました。たくさん収穫できた自分た
ちの大豆。石臼で大豆を挽いてきな粉を作って、
おはぎづくりをしました。また、自分たちの大豆を
使って、お豆腐づくりにも挑戦しました。写真は、
その時の様子です。お助け隊の方々に手伝って
もらいながら、自分たちの力で立派なおいしい豆
腐が出来上がりました。
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平成 29 年度
学校名
学校運営協議会

飯田コミュニティスクール実践報告書

竜丘小学校

校長名

宮井 光広

＊

記入者

備考 該当は○

（

松澤

徹

）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名
学校運営協議会開催回数

下平 勝煕
３

回

（役職） 竜丘自治会会長

特記事項

委員数

１３ 名

学校職員とスクールサポータさんとの交流会・
中学校区小中連携会議に参加依頼

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
・竜丘小学校運営協議会基本方針の共有
・質疑・応答・課題の共有と本年度学校運営方針の承認
・評価の観点＜３つの「あ」
：あいさつ、あたたかい言葉遣い、あんぜん ＞の決めだし
（２）学校評価
・参観日や学校行事での学校評価
・学校自己評価(１学期)の結果をもとにグループ別協議（良い点と課題、２学期の方向）
・学校自己評価(１学期)の結果から、２学期へ向けての課題の共有
・学校自己評価(２学期)の結果から、３学期へ向けての課題の共有
・学校運営協議会の次年度のあり方
（３）学校支援
丘のみちしるべ探索、竜丘古墳の会、クラブ活動講師、おはなしのへや(読み聞かせ)
あぐりの田んぼ、ぶらきょろ隊(安全見守り)、教科の学習、鵞流峡復活プロジェクト、
丘の子 YOU 遊(放課後子ども教室)、民俗資料保存会など
２ 本年度の成果

～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～

（１）
「丘の子サポーター」が１５０名を超える。
（２）公民館活動や支援団体活動に参加することで地域との信頼関係が築かれる。
（３）交流会(7/27)を通して学校職員とサポーターとの意見交換や今後の方向について共有できた。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること

（１）学校支援ボランティアさんへＣＳの意義と留意点の周知
（２）学校支援ボランティアさんの高齢化と継続
（３）評価の観点を具体的に示し、保護者や地域に数多く発信し、評価や支援を進める。
(例えば、クラブ活動の日に参観日を設定する)
４ 今年、この１枚
ぶらきょろ隊(安全見守り隊)
本年度再結成されて、現在５３人が登録「見
守りを始めて 10 年近くなります。毎日の日課
になっています。・・(中略)・・毎日ここを通
っていく子ども達と会話をするのが生き甲斐
になっています。」
（ぶらきょろ隊のＫさんとの会話より）
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平成 29 年度
学校名
学校運営協議会

飯田コミュニティスクール実践報告書

川路小学校

校長名

小川

潤

備考 該当は○

＊川路っ子コミュニティースクール運営協議会

記入者

唐澤 信好

（

）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名

橋本 國雄

学校運営協議会開催回数

２回

（役職）川路まちづくり委員会会長
特記事項

委員数

１０名

授業参観、運動会等の学校行事にかかわって出席依頼

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
・年度初めに学校運営協議会の目的・趣旨を確認し、「グランドデザイン」をベースに、校長よ
り本年度の小学校の学校運営方針について説明を行い、承認をいただいた。それとともに、経
営方針に従って、教育活動全般に参画していただくことも確認した。
（２）学校評価
・学校で開催する大きな行事（音楽会・運動会）や年に７回行われる授業参観等への参観をして
いただき、学校での児童の様子や教職員の児童への関わり方、教え方等を視点に評価していた
だいている。このプロセスをもとに、3 学期に評価をしていただく予定。
（３）学校支援
・子どもの安全を地域で守る活動（子ども守り隊）やクラブ活動（地域の方々の講師を依頼）
、地
域行事への積極的な働きかけ、PTA 活動への支援等々で支援を頂いている。
２ 本年度の成果

～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～

（１）三・六災害学習を通じて（対象：5．6 年生

講師：元まちづくり委員会委員長、防水組合 組合長）

・三・六災害の様子や子ども達への願いを語っていただく中で、川路の未来へ向けての思いを知ることができた
り、地域の方への感謝の気持ちを持つことができたりした。
（２）親子ふれあい教室を通じて（対象：全校児童と保護者、職員

講師：７区龍神会の方々）

・川路地区の文化に触れることにより、川路の良さや誇りを感じることができた。（下記の４参照）
（３）通学合宿を通じて（対象：5．6 年生 サポート：33 名スタッフと 9 名通学合宿実行委員（運営協議委員含む）
・地域全体で川路の子ども達を支える活動を通して、川路の良さや友の大切さ、地域の方への感謝の気持ちを持つ
ことができた。

３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること
・中学校区で、めざす子どもの姿を『ふるさと竜峡を愛し、自ら考え、たくましく生きる子ども』とし、活動をし
てきた。どの学年も、子ども達の発達段階を考えて、子ども達にとって心を豊かにする活動を展開してきていた。
しかし、「ふるさとを愛する心を育む」ための活動として、しっかり位置づけることができていたかという点で
は、まだまだ位置づけが弱かった。来年度はどんなことが「ふるさとを愛する心を育む」ための活動に繋がるの
かを、職員が吟味し見通しを持って、活動を展開していく必要があると感じている。

４ 今年、この１枚
・７区のお祭りで行われている『龍神の舞』であるが、
他の地区の児童や保護者、また学校職員も、その存在を
知らない人がほとんどであった。そこで、PＴA 主催の
親子ふれあい教室で、地域の伝統文化として引き継が
れている『龍神の舞』を披露していただき、児童や保護
者も一緒に体験をさせて頂く機会をとった。この活動
を通して、川路地区の７区で行われてきた『龍神の舞』
に他地区の児童や保護者が興味関心を持つと共に、川
路の良さを再認識することができた。
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平成 29 年度
学校名

飯田コミュニティスクール実践報告書

三穂小学校

学校運営協議会

校長名

山平 明彦

三穂学校運営協議会

記入者

備考 該当は○

（

宮坂

寛

）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名
学校運営協議会開催回数

久保田克彦
３ 回

特記事項

（役職）公民館長

委員数

２０名

運動会、音楽会、交通安全教室、PTA 作業、PTA
講演会、学校保健協議会、各参観日

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認(5/1)
・学校運営方針の説明
配布資料…組織概要、みほっ子応援隊名簿、グランドデザイン、学校運営協議会規則等
・質疑応答
主に出された意見…家庭学習のあり方、結いの日の取り組みの充実
・承認
学校側の説明、質疑応答を踏まえ、学校運営方針について承認をいただく。
（２）学校評価(30/2/27 実施予定)
・第３回三穂学校運営協議会と同日に行われる全保護者に対する学校評価のまとめの説明、学校運
営協議会一年間の振り返りを受け、チェック項目と自由記述形式を合わせたシートを作成し、評
価をしていただく予定。
（３）学校支援
・交通安全教室での自転車及び歩行指導(4/28)、集団下校時の見守り(月１回職員会議実施日)
・クラブ活動(4～6 年)講師、総合的な学習(１・２年大豆作り、万次郎カボチャづくり)、人形劇
講師などへの学習支援
・プールサイドの草取り支援 (6/1)…天候不順の為、今年度は中止
・学校職員・PTA とともに、環境整備作業として学校周辺の通学路清掃(8/27)
・農業宿泊体験学習(受け入れ農家) (8/30・31)
・ふるさとめぐり三穂(親子遠足)実施に向けて下草刈り (10/14)…天候不順の為、今年度役員のみ
で実施
・ふるさとめぐり三穂(親子遠足)の各見学場所での説明(10/21)…天候不順の為、校内で見学地学
習実施
・読書ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ(年５回実施)
２ 本年度の成果
～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～
・学校運営方針を説明し現在の子ども達の課題とを比較することで、地域の方の思いを学校教育の具体
的な活動へつなげていくことができた。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること

・学校運営協議会での学校評価を、どう来年度の学校運営方針へ位置づけていくか？
４ 今年、この１枚
農業宿泊体験
５・６年生が小グループに分かれて三
穂の農家に宿泊し、農家の方と農作業体
験を行ったり家事を手伝ったりする中
で、地域の自然や産業、文化を学び、ま
た人間関係づくりやコミュニケーショ
ン能力を高める目的で行っている。
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平成 29 年度
学校名
山本小学校
学校運営協議会 ＊

飯田コミュニティスクール実践報告書
校長名

奥原 由孝
記入者
小林 嘉明
備考 該当は○ （ ）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名
学校運営協議会開催回数

元村 両治 （役職） 山本地域づくり委員会会長
委員数
３ 回 特記事項 運動会、音楽会、キッズ山本音楽フェスタ

１１名

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
６月６日（火）第１回運営協議会を実施。会議負担の軽減として、地域の会議（杵原デイキャンプ打
ち合わせ会）に合わせて実施。学校長から学校運営についての説明を行う。放課後学習に関わり学力の
向上をはかることの他、身体を動かすこと、土と交わること、コミュニケーションをとれるようになる
ことが大事などの意見をいただき、承認を受ける。

（２）学校評価
第１回に昨年度の学校自己評価表を提示し、今年度の評価計画を提案する。第２回運営協議会（10/12
（木））にて前期の活動と中間反省を報告する。今後１月末に今年度の自己評価を委員の皆さんに報告し
て第３回運営協議会（2/15(木)）に評価をいただくことの了解を得る。

（３）学校支援
・６年放課後学習（学習支援）、あいさつ運動の組織化と実施の推進、
・学校の諸行事（ＰＴＡ作業、キッズ山本音楽フェスタ、花の木オープンスクールなど）への協力の呼びかけ
・ＣＳ事務局（学校と公民館）を通して、学校の敷地内と通学路の蜂の巣除去
・公民館、地域、保護者を通した、そろばん寄贈の依頼
２ 本年度の成果
～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～
（１） ６年放課後学習
昨年度後半から始まった６年放課後学習を今年度も毎週水曜日を基本に引き続き行うことができた。
担任がプリントを作成し、事前に支援してくださる皆さんに配布し、単に答え合わせをするだけでなく、
解答への過程等個別の指導をしていただいたこと、民生委員、主任児童委員さんの他に新たに学習指導
の経験のある方に加わっていただいたことが特色であり、質の高い学習活動となった。
（２） あいさつ運動
地域づくり委員会の育成部の支援を受けて、あいさつ運動が実現した。育成部では「山本子ども見守
り隊」を組織し、
「活動隊」
「見守り隊」を募り活動していただいた。活動隊は日時を決めた学校でのあい
さつ運動等、見守り隊は自分のできるときに自宅周辺でのあいさつなどの活動や車にステッカーを貼る
安全啓発活動を行っていただいた。
（３） 公民館を通した子ども支援の始まり
今年度、学校や通学路に大きな蜂の巣が見つかったとき、公民館を通して駆除をしていただける方が
いないか相談をしたところ、地域の方に駆除していただけることになった。また、３、４年生のそろば
ん学習（算数）に向けて、保護者、地域、自治振興センター（公民館）を通して家にあるそろばんの寄付
のお願いをしたところ、多くの方から寄贈していただいた（２８台）。公民館を通して学校への支援につ
ながる形となっている。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること
（１）放課後学習については、支援していただける方をさらに増やすため、あらゆる機会を利用して呼び
かけを行っていく。また、質の高い学習支援を続けると共に、支援いただく方の負担も軽減するよう、年
度当初や年度途中でも、運営や指導方法について共通認識をもち放課後学習を充実したものにする。
（２）見守り活動も活動を広く知っていただき、働きかけを継続し、ＰＴＡ（キッズ山本大作戦）も巻き込
んだ、地域、保護者、学校ぐるみの広い活動にしていく。
（３）今年度の蜂の巣除去やそろばん寄贈のように、山本自治振興センター（公民館）との連携を今後も
密にとりながら、働きかけていく。
（４）更に連携を図る内容として、清掃指導支援、朝マラソン指導支援、クラブ活動講師、音楽・体育・図
工・家庭科の技能教科の指導支援等への協力を依頼して進めていきたい。

４ 今年、この１枚
あいさつ運動
地域づくり委員会「育成部」の呼びかけに
応えた子ども見守り隊の皆さんによる朝
のあいさつ運動。この日は雨にもかかわ
らず７時１０分という早い時間から子ど
もたちをあいさつで迎えていただき、積
極的に子どもに声をかけてくださった。

－18－

平成 29 年度
学校名

飯田コミュニティスクール実践報告書

伊賀良小学校

学校運営協議会

校長名

山浦 貞一

笠松運営協議会

備考 該当は○

記入者
（

大野 征二
）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名
学校運営協議会開催回数

今牧 英明（まちづくり協議会会長）
３ 回

特記事項

委員数

10 名

音楽会，授業参観（地域公開）で出席依頼

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
第 1 回笠松運営協議会にて，
伊賀良小学校を取り巻く環境と将来像，伊賀良小学校の教育方針，
グランドデザインについて学校長より説明し，承認を得た。
第 2 回においては，地域公開日に設定し，子ども達と地域･保護者の方の様子を見ていただい
た。また，ボランティアの現状と今後のあり方について話し合いをもった。話し合いの結果を受
けて，環境ボランティアについてチラシを作成する，図書館運営のあり方三井定見好感するなど
の動きにつながってきている。
（２）学校評価
2 月開催の第 3 回運営協議会で自己評価に係る学校関係者評価をいただくために，準備を進めている。

（３）学校支援
学校支援ボランティア：読み聞かせ，クラブ活動での指導
ふるさと学習支援ボランティア：伊賀良学，米作り，水引体験
安全･安心ボランティア：登下校見守り，あいさつ運動，緊急時集団下校の応援
体験ボランティア：ミニキャンプ
２ 本年度の成果

～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～

・これまであった育成会，PTA 等の活動を生かし，情報交換，活動の相互参加等を行う中で，育て
たい子ども像について学校と地域･保護者が共に考え合うきっかけとなった。
・これまで活動を支えていただいていたが，考えを聞くことがなかった団体等の方から，学校教育
や子どもの育ちについて考えを聞くことのできる機会となった。
・生徒指導委員会で，放課後公民館で過ごす子どもの実態を把握に出かけるなど，学校側から積極
的に地域に出かけ，情報交換･共有をするようになってきた。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること

・何か考えを提案する，行動につなげる際の連絡調整が煩雑で時間がかかる。少ない回数の中での
運営の効率化を進めていく必要がある。
・事前打ち合わせや当日参加等の職員の負担増に対する対策を考える必要がある。
４ 今年、この１枚

山本小，旭ヶ丘中の子どもも含め，３
２３名が参加した伊賀良ミニキャンプ。
学年，クラス，家族，知り合いの枠を越
え，
「地域の仲間」として互いに関わり合
ったからこそできたカレーの味，ダンス
の楽しさは格別なものでした。

－19－

平成 29 年度
学校名
学校運営協議会

飯田コミュニティスクール実践報告書

鼎小学校

校長名

本村 栄次

＊「かなえコミュニティスクール」学校運営協議会

記入者

備考 該当は○

赤羽 隆

（○）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名

水口 芳昭 （役職：鼎地区まちづくり委員会会長）

学校運営協議会開催回数

３回

特記事項

委員数

１２名

音楽会、運動会、学校だよりの配付

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
①昨年度３月：学校運営協議会を開き、本年度の学校運営の概略について承認していただいた。
② ７月

：第１回学校運営協議会で、小中学校の授業参観後、学校運営の方針（グランド
デザインを含む）について説明し、承認していただいた。

③１１月

：学校運営の途中経過の報告と意見交換を行い、運営協議会の意見を取り入れた
よりよい学校運営が行えるよう具体的取り組みを検討した。加えて昨年度に引き続
いて、
「鼎の子どもを語る会」の企画について検討した。

（２）学校評価
・ ３月６日の学校運営協議会で、学校自己評価から見えてきた本校の実態と課題についてお知ら
せし、１年間学校運営について、学校評価をしていただく。
・ それらを学校だより等で保護者および地域に発信していく予定。
（３）学校支援
・ コーディネーター役の公民館長を中心に、クラブの地域講師及び１年生への学習支援について、
人選と決定後の依頼を行った。
・ 小中合同あいさつ運動に、婦人会の皆さんにも参加していただいた。
・ 総合的な学習の時間や生活科において、地域講師を活用し、鼎文化祭で発表した。
・ （従来からのＰＴＡを主体とした読み聞かせボランティアも実施した。
）
２ 本年度の成果
コーディネーター役の公民館長にご協力いただき、クラブ活動に地域講師の方々にもて入ってい
ただいて進めることができた。１８クラブ中８クラブで地域講師の方にご協力いただくことができ、
児童にも好評だった。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること

クラブ活動の実施回数を今年度の３回から、さらに増やしたい。
学校支援に関わっていただいている方々と学校運営協議会の中での位置づけについて工夫し、
無理なく継続できる仕組みを整理する必要がある。
“地域講師による

４ 今年、この１枚

「水引クラブ」での一コマ”
「かなえコミュニティスクール」を契機
とし、クラブ活動に地域の皆さんを講師
として参加していただきました。水引、
獅子舞など鼎の特性を生かしたクラブも
できあがり９０分の活動時間が短く感じ
られるほど、子ども達は活動に浸り込ん
でいました。
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平成 29 年度
学校名
学校運営協議会

飯田コミュニティスクール実践報告書

上郷小学校

校長名

金森

＊上郷の子どもを育む会運営協議会

茂

記入者

備考 該当は○

（

小平 知行
）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名

山田 雅士（役職）運営協議会長

学校運営協議会開催回数

２回

委員数

１２名

特記事項

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
平成２９年５月１５日（月）第１回上郷の子どもを育む会運営協議会にて「①学校グランドデザ
インの説明と承認」
「②今年度の予定と具体的な活動について」協議し、承認をいただいた。
（２）学校評価
１１月下旬に学校評価（保護者アンケート）を実施。その結果を平成３０年２月２２日（木）に
行われる第２回学校運営協議会にて説明し、ご意見をいただく予定。
（３）学校支援
・クラブ活動「上郷チャレンジ」の地域講師やその紹介を運営協議委員の上郷公民館長さんを通
してお願いした。
（全１１講座、１６名の講師）
・夏休み中にふるさと教材について学ぶ職員研修の講師をお願いした。
・10 月 27 日（金）５年の野底山森林公園遠足で、歴史や自然を学ぶ臨地講習会の講師をお願いした。

・相談室登校の児童への学習サポートをお願いした。
・５年生科学実験講師をお願いした。
２ 本年度の成果

～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～

地域の方々が編集したふるさと学習教材をもとに、運営協議委員の渡邉義昭公民館長さんや宮澤
傳二編集委員長さんを講師に招いて研修や臨地講習会を行うことができた。
上郷公民館の費用面、運営面の支援により、５年科学実験教室を開催することができた。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること
本年度は、運営協議会が最初と最後の年２回しか開催されなかったので、来年度は運営協議会の
方との話し合う場をもう少し設けたい。
学校行事や学習を支援するボランティアをどのように募り、組織するのか検討していきたい。
４ 今年、この１枚

特色ある活動の説明
野底山森林公園遠足での臨地講習
会。ふるさと学習教材を使った歴
史や自然を学習。
講師は、渡邉公民館長さんと宮澤
編集委員長さん。
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平成 29 年度
学校名
学校運営協議会

飯田コミュニティスクール実践報告書

上村小学校

校長名

矢澤 善夫

＊かみむらっこ応援団運営委員会

備考 該当は○

記入者
（

葭本 直樹
）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名

（役職）上村公民館館長

松下 豊

学校運営協議会開催回数

６回

上村小学校・保育園の今後を考える会

特記事項

委員数

１０名

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
4 月 27 日 上村自治振興センターにて本年度第 1 回の学校運営協議会を開催。学校長より運営
委員会の役割と、グランドデザインを示しながら本年度の学校の方針を説明し、質疑応答を受け
た後、承認をしていただきました。
（２）学校評価
２９年度の学校評価は、2 月 22 日の最終の第６回学校運営協議会の折りに行った。
（３）学校支援
・本年度も定期的に「読み聞かせ」
、農業体験指導（しいたけ栽培、畑作り、そば栽培と収穫、そ
ば打ち体験等）を中心に支援をしていただいた。
・伝統文化の継承として、小正月祭り、松送り等地域のご支援をいただきながら実施した。
・昨年度に引き続き、PTA 親子作業にもご支援をいただいた。
・1 月 28 日の学校見学会では見学家族への案内などの補助をしていただいた。
２ 本年度の成果

～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～

小規模特認校の指定という大きな目標があり、PTA・地域の方々と一体となって取り組むことが
できた。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること
小規模特認校を活用して一人でも多くの子どもたちに本校に来てもらえるようにしていくことである。
そのための PR の工夫について知恵を出し合うと同時に、魅力ある学校づくりに努め、来年度以降も上
村小学校で学びたいという学校作りを地域の方々と共に行っていきたい。

４ 今年、この１枚
小規模特認校の指定に向けて、かみむら
っこ応援団で地域の皆さんに声がけを行
い、6 月に「第 1 回上村小・保育園の将来
を考える会」を行いました。３つのグルー
プに分かれ、上村の強みや弱みについて考
えたり、子どもたちが本校に来てくれるに
はどうすればよいか考えたりしました。

グループで考えたことを全体で共有する参加者
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平成 29 年度
学校名

飯田コミュニティスクール実践報告書

和田小学校

学校運営協議会

校長名

矢﨑 基

＊

備考 該当は○

記入者
（

田中 智之
）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名
学校運営協議会開催回数

前澤 憲道（役職）南信濃まちづくり委員会副会長
４ 回

特記事項

委員数

８名

臨時協議会 入学式 音楽会 運動会 卒業式

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
第１回学校運営協議会において、学校長より本年度の学校経営の方針をグランドデザインをも
とに説明し、意見交換のあと承認していただいた。また、隣接校の小規模特認校の指定を受けて、
本校の学校規模維持について実効性のある運動等について協議するため、臨時協議会をもち、そ
れぞれの立場からの意見をいただき、学校・地域が一体となって取り組むことを確認した。
（２）学校評価
・協議会の中で教室訪問を毎回行い、実際の授業風景を参観した。ＩＣＴ教育機器を使用した授
業などを参観し、遠隔会議システムによる授業やタブレットの扱い方などを見ていただいた。
・全校の児童及び保護者に対して行った学校自己評価アンケートの結果と分析を、第３回協議会
において説明した。 児童の意識の動向や、学校の教育活動のおける保護者の意識や思いについ
て説明するとともに、学校の対応についてはかり、意見交換を行った。
（３）学校支援
・和田っ子応援隊として、クラブ活動（藤蔓織り・霜月祭・切り絵・手芸）の講師として児童の
指導にあたってもらった。藤蔓織りクラブでは、児童とともに山で藤を採取、皮むきや川でのさ
らし、天日干しなど実際の工程をともに行い、布に仕上げた。他のクラブも同様にそのクラブの
特性を講師の指導のもと体験することができた。
・２年生のこんにゃく作りの授業で、地元の企業の方や祖母らにこんにゃく芋の栽培からこん
にゃく作りまでを指導していただいた。
・５年生の稲作の活動に、所有している田を貸していただくとともに稲作についての指導をし
てもらった。
・６年生が総合学習で取り組んでいる此田神楽で、保存会の方々に獅子の舞いや笛を指導して
いただき、１月２日にはともに家々を巡り、新年を寿いだ。
・６年生の家庭科でミシンを使用する授業に、手芸クラブで講師を務めていただいた方に、ゲ
ストティーチャーとして来校していただき、担任とともに授業を行った。
２ 本年度の成果
～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～
地域に伝統文化が潤沢にあることから、本校の生活科や総合的な学習の時間において取り組む
ことで、地域に対する理解と愛着を深める活動を行ってきたが、その活動に地域の方や保存会の
方、個人でも労苦を惜しまず協力をいただいている。今年度は、小学校の段階における地域学習
を系統立てて行うことを学校運営協議会と応援隊に説明を行い、協力を仰いだ。学校全体として
行っている活動を理解していただけたと考える。また、このような活動を小学校でしていること
を理解してもらい、中学校ではどのようなことができるのかを考えていただくきっかけとなりえ
た。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること
今年度の活動をまとめ、次年度以降へ活動実践例とて蓄積していきたい。
４ 今年のこの一枚

６年生が総合的な学習の時間で取り組んできた『此田神楽』
。一
度は途絶えたものを保存会の方が復活させたことを学んだ子
どもたちは、自分達も神楽の担い手になりたいと考え、保存会
の方から指導を仰ぎ、稽古を重ねてきた。１月２日に神楽史上
初めて子どもによる獅子舞や笛・太鼓の囃子が実現し、家々や
施設を訪問した。
「今年は賑やかでいいね」
「子どもたちの舞い
なんて、有り難いに」と声をかけていただき、地域に神楽が根
付いていることを改めて学ぶ機会となった。
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平成 29 年度
学校名

飯田コミュニティスクール実践報告書

飯田東中学校

学校運営協議会

校長名

熊谷 邦千加

飯田東中学校協力者会議

備考 該当は○

記入者
（

村松 亮彦
）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名

牧島 浩幸

学校運営協議会開催回数

２ 回

（役職）PTA 会長

委員数

１６ 名

特記事項

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
年度初めに学校長より学校運営計画の説明があり、承認していただいた。本校の協力者会議（学
校運営協議会）は以前から行われている活動であり、関係者の理解により進められてきている。
みなさん協力的である。
（２）学校評価
２月末の会において、今年度の活動を評価していただくことになっている。学芸会などに参加
していただいたときには、その都度感想をいただき、次の活動に生かしてきた。
（３）学校支援
並木活動を中心に、保護者、地域の皆様には支援をいただいている。また３年生については、朝
学習に数学、授業での個別支援に英語の学習ボランティアの方をお願いしている。個別に対応し
ていただけるので生徒に好評である。
２ 本年度の成果

～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～

・並木活動に、保護者や地域の方が多数参加してくれたこと。
・小中合同職員研修に委員の方が参加してくれ、学校の取り組みを知るとともに、その場でご意見をいた
だけたこと。
・地域の運動会や文化祭に生徒が多数参加し交流がもてたこと。また、市政懇談会にも生徒が参加させて
いただき、発言の機会をいただいたこと。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること
・生徒数減少に伴い、並木活動で地域のみなさんに協力していただくことが増えてくることが予想される。
リニアが来ることで、並木を中心にした新たなまちづくりを考えるチャンスである。年度当初の会のと
きに、これからの並木活動について相談していきたい。

・飯田東中学校区で積み上げてきたことを、来年度も大切に考え、いっそう発展させていきたい。
４ 今年、この１枚
特色ある活動の説明
昨年度から小中合同職員研修に委員
の方にも参加していただいている。小
中での連携も年々具体的になり、めざ
す子ども像に近づいている。
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平成 29 年度
学校名
学校運営協議会

飯田コミュニティスクール実践報告書

飯田西中学校

校長名

原 勝人

＊明るいかざこしの子らを育てる会

記入者

備考 該当は○

久保田 みどり

（○）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名

小澤 伸好 （役職）丸山まちづくり委員会会長

学校運営協議会開催回数

５回

特記事項

委員数

15 名

文化祭、授業参観日、小中合同研修会

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
・４月２６日 学校運営協議会にて、学校運営基本方針についての説明と承認
・５月１６日 第 1 回明るいかざこしの子らを育てる会（学校運営協議会＋推進部会）において
4/26 に承認いただいたことを報告
（２）学校評価
・１月２２日 学校運営協議会において、学校評価の実施。
・２月２２日 第２回明るいかざこしの子らを育てる会において、1/22 の学校評価について報告
（３）学校支援
・毎月 1 回「あいさつ運動」
（小中合同）
、放課後学習会（毎週水曜日）
・4 月 19 日 1 学年地域めぐり
・5 月 10.12.16 日探鳥会、18 日福祉委員車いす体験、21 日資源回収、27 日アップルハイツ訪問
・7 月 6 日 3 学年乳幼児とのふれあい学習会、13 日 PTA 地区懇談会
・8 月 29 日 防災訓練と防災学習
・9 月 30 日 かざこし祭
・10 月 6 日 3 学年地域貢献活動、10 日～冬の社会体育、社会音楽
・11 月 28 日 資源回収
・12 月 21 日 羽場獅子舞保存会による道徳の授業
２ 本年度の成果

～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～

①「めざす子どもの姿」について協議ができ、学校運営協議会通信で発信できた。
②地域、学校、保護者（家庭）が共通して取り組むこと「あいさつ」を決めだし、あいさつ運動などを実
施できた。また、「あいさつ運動」の広がりが見られた。
③小学校では学習への支援、中学校では大人に混ざって地域で活動できる機会を設けることができた。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること
①「めざす子どもの姿」を地域で共有し、さらに協力者を募っていく。高校生の参加を模索する。
②学校職員と地域の方が懇談できる場を増やせる様に小中合同研修会に参加していただくなど工夫する。

４ 今年、この１枚
特色ある活動の説明
羽場地区自主防災会の皆さまと一緒に、１年生は防
災倉庫から物品を出して避難所設営訓練を実施。
２，３年生は飯田市の危機管理室の後藤さんから災
害対応カードゲーム「クロスロード」を用いて、避
難や救助について主体的に判断する防災学習を実
施した。
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平成 29 年度
学校名

飯田コミュニティスクール実践報告書

緑ヶ丘中学校

学校運営協議会

校長名

村澤 資憲

＊

備考 該当は○

記入者
（

奥原 竜司
）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名

小木曽 博人（役職 松尾地区まちづくり委員会会長）

学校運営協議会開催回数

２回

委員数

25 名

特記事項

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
第１回学校運営協議会において、学校長が説明した「平成 29 年度学校運営方針」について、
ご承認いただいた。また、第２回学校運営協議会において、平成 30 年度グランドデザインについ
てご意見をいただき、来年度の学校運営方針作成に寄与していただく予定。
（２）学校評価
第２回学校運営協議会において、学校運営全般・学力・生徒指導の状況や自己評価・保護者に
よる評価の結果等を示し、それらについて評価をいただき今後の学校運営に活かしていく。
委員の皆様には、授業参観をしていただいたり、参観日等の学校行事に参加していただいたり
し、実際の生徒の姿をもとにした評価をしていただく。
（３）学校支援
教育活動の様々な面で支援をしていただいているが、特にコーディネーターに、放課後学習会
で学習支援をしていただけるボランティアの確保のために主体的に活動していただいている。
また、各地区で生徒が地域行事等へ参画できる機会を設定していただき、生徒が地域で活躍する
姿が多くなった。
２ 本年度の成果

～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～

（１）委員に本校の運営方針・生徒の様子などを知って評価していただき、ともに良い方向を目指し
て考えていただいたことで、保護者・地域の願いが学校運営に活かせるようになった。
（２）コーディネーターに、放課後学習会の学習支援ボランティアの確保のために主体的に活動してい
ただき、複数のボランティアを継続的に確保することができ、学力向上に貢献していただいた。
（３）
「地域はもう一つの教室」を合言葉に、生徒が地域行事などへ参画する機会が増え、地域の願
いや思いに触れ絆を深めることができた。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること

（１）それぞれの立場からの支援の機会を、どのように増やしていくかを工夫していく。
（２）委員から出された意見などを、学校運営に活かしていけるようにする。
（３）緑ヶ丘中学校区内の各小学校の運営協議会との連携のあり方について継続的に検討していく。
４ 今年、この１枚
３学年放課後学習会（数学）
コーディネーターの尽力で、地域の学習
ボランティア（左）と飯田女子短期大学の
学生（右）が来校し、本校生徒の学力向上
を支えてくれています。
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平成 29 年度
学校名
学校運営協議会

飯田コミュニティスクール実践報告書

竜東中学校

校長名

岩瀬 晴雄

＊ 竜東中学校地区連絡協議会

備考 該当は○

記入者
（

宮下 寿男
）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名

川手 重光

学校運営協議会開催回数

４回

（役職）千代地区まちづくり委員会会長
特記事項

委員数

２０名

平成３０年度は３回の予定

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
・平成 29 年 4 月 14 日（前年度発足時） 平成 29 年度グランドデザイン（案）に対する意見交換
・平成 29 年 4 月 28 日（本年度第１回） 平成 29 年度グランドデザインに対する意見交換、承認
学校運営の課題（部活動）に関する情報提供、意見交換
開校５０周年記念事業の準備に関する情報提供
・平成 29 年 7 月 11 日（第２回） １学期学校運営について、２学期予定について
平成 30 年度からの部活動、学校ジャージ変更への今後の見通し確認
第６回「ふるさと竜東の集い」運営確認、参観日・地区懇談会への参加
・平成 29 年 12 月 21 日（第３回）生徒総会の参観、２学期学校運営について、３学期予定につい
て 学校教育活動アンケート、体罰調査の結果報告と意見交換
・平成 20 年 2 月 22 日（第４回）学校自己評価について、平成 30 年度グランドデザイへの意見交換
（２）学校評価

上記、第２・３・４回で意見をいただく

（３）学校支援

ふるさと竜東の集いへの参画、地区懇談会への参画
課題は、学習支援ボランティアの組織化

２ 本年度の成果

～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～

・学校職員が各地域に出向いて保護者と行っていた夜の地区懇談会を、参観日（上記第２回）の時に、
学校を会場として学校運営協議会の委員にも加わってもらった。保護者と委員の顔合わせになったり、
地域からは市政懇談会や市民運動会・地区文化祭等の話題提供もいただいたりすることができた。
・校区の「竜東中学校区コミュニティスクール連絡協議会」が立ち上がったので、来年度からは「ふる
さと竜東の集い」もコミュニティスクール主催で運営することができるようになった。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること
・本年度の会議は本校会議４回、校区会議３回の計７回であった。来年度は７月の本校会議を「１学期
学校運営報告会」として、委員と民生児童委員を任意参加とすることで、会議数の精選を図っていき
たい。
・一委員から「通学区の見直し」意見が挙がっているが、飯田市の課題として検討していただきたい。

４ 今年、この１枚
平成２４年の小中連携・一貫教育モデル校区指定と
ともに始まった「ふるさと竜東の集い」。
小学校６年生から中学生、同窓生、保護者、地域住
民、学校職員が一同に会して、ふるさとの未来等に
ついて参加者全員で考え合っている。
来年度からの主催運営は、実行委員会から校区コミ
ュニティスクール連絡協議会が行うことになった。
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平成 29 年度
学校名

飯田コミュニティスクール実践報告書

飯田市立竜峡中学校

学校運営協議会

校長名

丸山 貢弘

＊

備考 該当は○

記入者
（

村澤 生悅
）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名

塩澤 俊夫

学校運営協議会開催回数

５ 回

（役職） 龍江公民館長
特記事項

委員数

14 名

日曜参観日、情報モラル講演会、新入生体験入学

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
・第 1 回学校運営協議会において、グランドデザイン をもとに学校長が経営方針を説明し、承認した。
・校区の小中連携・一貫教育推進のグランドデザインについて説明し理解を図った。
・飯田市小中連携・一貫教育とコミュニティスクールとの関係について説明し理解を深めた。
・前期学校自己評価の結果考察を提示し、今後の学校運営について意見交換した。
・ＳＮＳ等に係わる危機管理について、講演会に参加し、理解を深め、協力を確認した。
（２）学校評価
・第 3 回学校運営協議会において、評価内容の審議をし、各委員が評価の上、第 4 回学校運営協
議会で検討する。
（３）学校支援
・パワーアップ竜峡塾（補習学習）における地域講師の依頼
２ 本年度の成果

～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～

中学校の教育活動への地域の関心が高まりつつある。
・学校運営協議会委員以外の公民館主事も学校行事に積極的に参加し広報活動を進めてくれた。
・伊豆木人形の台湾遠征への協力
・運動会等、地域行事への中学生が参加する機会が増えている。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること

学校運営協議会内の組織化をする。
（案） 学力向上支援委員会、豊かな人づくり支援委員会、地域・学校連携推進委員会
４ 今年、この１枚

将来の龍江、竜峡地区を担う若者の
育成のため、経験豊富な地域の方々
を講師としてお願いし、放課後の補
習授業で、学力の向上を目指すパワ
ーアップ竜峡塾を行っています。
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平成 29 年度
学校名

旭ヶ丘中

学校運営協議会

飯田コミュニティスクール実践報告書
学校

校長名

羽生 武彦

＊

備考 該当は○

記入者
（

塚田琢磨
）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名

元 村

学校運営協議会開催回数

両 治 （役職）山本地域づくり委員会会長

２ 回

特記事項

委員数

１１名

・中体連下伊那大会壮行会 ・夏休み補充学習
・文化祭 9/30 ・１１月授業参観（総合的な学習の時
間発表会・全国学力学習状況調査結果報告会）
・SNS 合同研修会(11/20)

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
4 月 14 日に第１回学校運営協議会を実施し、学校運営計画を学校長より説明、挙手により承認。
（２）学校評価
・運営協議会委員が来校の都度、ご意見をいただく。
（中体連下伊那大会壮行会・小中連携一貫教育推進協議会・太陽光発電事業推進協議会・夏休
み補充学習・文化祭・11 月授業参観（総合学習の発表会）
・全国学力学習状況調査結果報告会・SNS 合同研修会）
・上記学校参観を通して学校を理解いただき、第 2 回学校運営協議会（3 月 9 日予定）で学校自己
評価を基に今年の実践を報告し評価をいただく。また、30 年度の課題について意見をいただく。
（３）学校支援
それぞれの役職を生かし、本校の教育活動に対してアドバイスをいただいたり、協力をいただい
たりしている。
（例）
・地域づくり委員会・まちづくり協議会や公民館による本校生徒の地域の運動会や地域の文
化祭等地域行事への参画と参加の下地作りと見守り、
・総合的な学習の時間等への講師紹介（山本地区日赤奉仕団・伊賀良地区獅子舞保存会、シ
ームス他）
・主任児童委員による地域の生徒や家庭の状況把握と学校との連携
・医師や大学教授としての専門的見地からの学校へのアドバイスや職員研修での支援
・PTA を通しての本校教育活動への理解と支援
・学校農園への支援
・SNS 合同研修会への参加と問題の共有
２ 本年度の成果
～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～
・中学校に何度も足を運んでいただき、実際に学校での中学生の様子を見ていただいた。その中
で、本校の学校運営の方針と取り組みを理解していただくことができた。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること

・引き続き、学校の取り組みをよく見ていただく
４ 今年、この一枚

「総合的な学習の時間」の発表(11/15)を
農園サポーターお礼の会 12/4

見守る学校運営協議会の皆さん
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平成 29 年度
学校名

飯田コミュニティスクール実践報告書

飯田市立鼎中校

学校運営協議会

校長名

市場 顕司

「かなえコミュニティスクール」学校運営委員会

記入者

備考 該当は○

片桐 広文

（〇）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名

水口 芳昭 （鼎地区まちづくり委員会会長）

学校運営協議会開催回数

３回

特記事項

委員数

１２名

若鮎祭（文化祭） 学校便りの配布

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
① 昨年度 3 月：学校運営協議会を開き、本年度の学校運営の概略を承認していただいた。
②

7月

：第 1 回学校運営協議会を持ち、小中学校の授業参観、学校運営方針の説明及
び意見交換を行った後学校運営方針の詳細について承認をしていただいた。

③

１１月

：学校運営の途中経過の報告と意見交換を行い、運営協議会の意見を取り入れ
たよりよい学校運営が行えるよう具体的取り組みを検討した。加えて昨年度に引
き続いて、
「鼎の子どもを語る会」の企画について検討した。

（２）学校評価
3 月 6 日（火）に小中校長教頭が同席して以下の資料を利用して学校評価をしていただく予定。
① 1 学期と 2 学期に行った学校関係者評価〔保護者・生徒・職員〕から見えてきた本校の実態と
課題について示すと共に、解決の過程と現在の様子をお伝えする。
② 1 年間の学校行事における生徒の姿を通して成長の様子をお伝えする。
③ 今年度明らかになった課題を踏まえ、来年度の学校運営の方向の骨子を示す。
（３）学校支援
具体的な支援活動（例）
授業補助 庭木の剪定草取り等環境整備 おはなしの語り 地域の事業所の経営者の方との交流
お箏コンサート 分館での伝統行事の講話と実演指導。
２ 本年度の成果
今まで課題であった「生徒が地域のために貢献する」という側面で下記のようないくつかの実践が実現した。
①3 年生によるふるさと鼎学習

②公民館活動の一環である華甲大学での発表 ③新春放談会での発表

３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること

① 現在、両校とも学校支援に多くの地域の方に関わっていただいているが、その多くの方たちは学
校と直接結びつく形になっており、学校運営協議会の中での位置づけが不明瞭な状態である。持
続可能な学校支援を考えたとき、学校運営協議会の中での位置づけの工夫が課題である。
② 地域に開かれた学校をコミュニティスクールと規定するとき、学校の生徒及び職員という膨大
な人的財産をさらに地域の中で生かす工夫を考えていきたい。
４ 今年、この１枚
“華甲大学での学校生活の様子の発表”
「いつも私たちを支援して下さっている鼎
の皆さんに恩返しをしたい」という生徒の
思いと、
「鼎の皆さんに認めてもらえる生徒
に成長して欲しい」という職員の願いを、
公民館長さんがくみ取っていただいて実現
した企画です。
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平成 29 年度
学校名

飯田コミュニティスクール実践報告書

高陵中学校

学校運営協議会

校長名

牧原 雅

＊

記入者

備考 該当は○

（

河西哲也
）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名

本年度は未定（来年度は第１回運営協議会で選出予定）

学校運営協議会開催回数

３ 回

特記事項

委員数

１２名

参観日における授業参観

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
第１回学校運営協議会において、学校長が示す「学校運営の基本方針」が承認された。また、グ
ランドデザインに位置付けた「保護者、地域の願い」及び「学校支援ボランティア」の記載内容に
係る助言もいただき、その助言を生かした修正を加えることができた。
（２）学校評価
第４回参観日（１１／２）に第２回学校運営協議会を行い、授業参観を通して気付いたこと及び
気になること等に関する意見交換を行い、授業に係る課題があるとの評価をいただいた。
（２／１
３に実施予定の第３回学校運営協議会において、本年度を振り返っての委員による評価アンケー
トを実施する）
（３）学校支援
地域の学習支援ボランティアの協力を得て放課後学習を行っている。ただし、ボランティア募集
は学校が行っており、学校運営協議会は今のところ関わっていない。
２ 本年度の成果

～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～

（１）放課後学習の実施
H28 年度：1 学年のみ実施 → H29 年度：１、2 学年に拡大 → H30 年度：全学年で実施予定
（２）学校運営協議会の体制整備
組織内の役割及び運営の方向について共有を図ることができた。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること
（１）学校評価
上述のような第三者的な評価に加え、
「その課題を改善するために学校運営協議会としてこんな
ことができそうだ」と、関係者としての立場からの評価もいただけるように工夫していきたい。
（２）学校支援
来年度以降は、学校運営協議会でボランティア募集を行う方向で考えている。また、教職経験者
が多くなりがちな補習的な学習支援だけではなく、より広く地域の人材から学べるようなカリキ
ュラム開発を、特に、総合的な学習の時間を中心に進めていきたいと考える。
４ 今年、この１枚
【放課後学習】希望者のみ集まって、
自習を基本として学習を進める生
徒たちとそれを支援するボランテ
ィア
１ 実施日：毎週水曜日（テスト前等
必要に応じて月曜日及び
金曜日）
２ 時間 ：一般下校の時間から約１
時間
３ 地域からの学習支援ボランティア
：数学及び理科について各
１名（計２名）
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平成 29 年度
学校名

飯田コミュニティスクール実践報告書

遠山中学校

学校運営協議会

校長名

松島ゆかり

遠山中学校学校運営協議会

記入者

備考 該当は○

有賀 大

（○）中学校区で１つ設置

＊特に名称があれば記入

学校運営協議会会長名

前澤 憲道 （役職） 南信濃まちづくり委員会副会長

学校運営協議会開催回数

３回

特記事項

委員数

１１名

清流祭(文化祭）

１ 学校運営協議会３つの機能の取組状況
（１）学校運営への参画・承認
4 月 25 日 第 1 回学校運営協議会にて、学校運営の方針について参加者全員の賛成による承認。
この他、学有林干ばつや今後の運営について承認。統合１０周年に向けた取り組みへの意見。
（２）学校評価
授業参観、および協議により評価をしていただく。三学期の第 3 回には数値評価を予定
（３）学校支援
学校における問題についての検討→環境整備、学校行事への参加、生徒の通学について(バス等）
２ 本年度の成果

～学校と保護者・地域住民が一体となって小中が連携し一貫した教育を推進する～

「学校運営計画を共有したことで、学校がどんな意図で行事を計画し実行しているかが分かった。
こういう内容が分かると、どんな協力をしたらいいかが自分たちでも考えられるのでとてもよい。」と
いうご意見を頂いたことから、以前よりも学校を具体的に応援して頂いていることを感じている。
音楽鑑賞会、清流祭、キャリア講演会等、地域の方に参加していただける内容については、公民館
報等でも参加を呼びかけていただけた。
３ 来年度へ向けて、工夫・改善を要すること

協議会と関わりを持つ機会をより増やしていくよう、学校行事参加のお願いを増やす。加えて、より
気軽に様々なお願いができるよう進化させていきたい。
４ 今年、この１枚

10 月 24 日(火)に行われたキャ
リア教育講演会では、地域の若
手の経営者･職業者に講演して
いただき、グループ討議にも加
わっていただくようコーディ
ネイトしていただいた。
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【参考】飯田市学校運営協議会規則

飯田市教育委員会 議案第32号
飯田市学校運営協議会規則の一部を改正する規則を下記のとおり制定する。
平成29年5月17日
飯田市教育長 代 田 昭 久
飯田市学校運営協議会規則
（趣旨）
第１条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号。以下
「法」という。
）第 47 条の６に規定する学校運営協議会（以下「協議会」という。
）について、
必要な事項を定める。
（目的）
第２条 協議会は、飯田市教育委員会（以下「教育委員会」という。
）及び校長の権限と責任の下、
学校と保護者及び地域住民等との信頼関係を深め、地域の創意工夫を生かした、よりよい教育
の実現に取り組むことを目的とする。
（設置）
第３条 教育委員会は、小学校から中学校までの９年間を小中が連携し一貫した教育を、学校と
保護者及び地域住民等が一体となって推進するため、協議会を設置する。
２ 小中連携・一貫教育を施す場合、教育委員会は、二以上の学校について一の協議会を置くこ
とができる。
３ 前条の目的を達成するため、協議会を置く学校の名称は、飯田コミュニティスクールとする。
（学校運営に関する基本的な方針の承認）
第４条 対象学校（法第 47 条の６第２項第２号に規定するものをいう。以下同じ。
）の校長は、
毎年度、学校運営の基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
（学校評価）
第５条 協議会は、毎年度、対象学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該対象学
校が行った自己評価の検証を行うものとする。
２ 対象学校は、前項の学校関係者評価の結果について、公表しなければならない。
（学校支援）
第６条 協議会は、当該対象学校の教育活動に対する学校支援ボランティアへの協力、参画等に
努めるものとする。
（委員の任命）
第７条 協議会の委員は、当該対象学校の校長の外、次に掲げる者のうちから、校長の推薦によ
り教育委員会が任命する。
（１）地域住民
（２）保護者
（３）公民館長又は公民館主事
（４）前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
２ 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するもの
とする。
－33－

（守秘義務等）
第８条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とす
る。
２ 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
（１）委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
（２）委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
（３）協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
（任期）
第９条 委員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。
２ 第８条第２項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
（会長及び副会長）
第 10 条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
２ 会長は会議を招集し、議事をつかさどる。
３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を行う。
（議事）
第 11 条 会議の議事は、会長が会議の開催日前に委員に対し示すものとする。ただし、緊急を要
する場合においては、この限りでない。
２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開催することができない。
３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
（会議の公開）
第 12 条 会議は、公開とする。ただし、特別の事情により協議会が必要と認めた場合は、公開し
ないことができる。
（指導及び助言）
第 13 条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて指導及び助言を行う
ものとする。
２ 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切に合意形成を行うことができるよう必要な
情報の提供に努めるものとする。
３ 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、
又は生じるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を
講じるものとする。
（委員の解任）
第 14 条 教育委員会は、次のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
（１）委員本人から辞任の申出があった場合
（２）第８条の規定に違反した場合
（３）前２号に掲げるもののほか、解任を相当とする事由が認められる場合
２ 教育委員会は、委員を解任する場合は、当該解任の理由を当該委員に示さなければならない。
（運営に必要な事項等）
第 15 条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲内に
おいて、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。
（補則）
第 16 条 この規則に定めるもののほか、協議会の設置、運営等に関し必要な事項は、教育委員会
が定める。
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