
川崎市学校運営協議会委員の委嘱等について 

１ 委員の委嘱（任命）対象者 

川中島小学校 学校運営協議会委員 

東小田小学校 学校運営協議会委員 

   南河原小学校 学校運営協議会委員 

上丸子小学校 学校運営協議会委員 

土 橋小学校 学校運営協議会委員 

中野島中学校 学校運営協議会委員 

※「学校運営協議会委員候補者名簿」（２～７ページ）のとおり 

２ 委員の構成 

学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する委員として、保護者委員、

住民委員、学校運営に資する活動を行う者 等 １６名以内 

３ 任期 

任命された日～平成３２年３月３１日 

４ 根拠法令 等 

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第４７条の６ 

・川崎市学校運営協議会規則 第９条 

・川崎市学校運営協議会運営要綱 第６条            ※「資料」参照 

・学校運営協議会を設置した学校(コミュニティ・スクール)の概略図 



Ｎｏ． 氏　　　　名 　選出区分 推薦理由（当該校との関わり等） 新規
継続

1 清水　仁子 地域住民
コミュニティスクールを推進していくため推薦
（前川中島学校運営協議会顧問、学校司書）

新規

2 小林　信昭 学識経験者
学校運営への助言者として推薦
（元本校校長）

継続

3 佐々木　香代 地域住民
コミュニティスクールを推進していくため推薦
（教育ボランティア）

継続

4 大越　ミトリ 地域住民
コミュニティスクールを推進していくため推薦
（教育ボランティア）

新規

5 佐々木　博美 保護者
学校と地域との連携役として推薦
（図書ボランティア）

新規

6 二本柳 直次郎 地域住民
学校と地域との連携役として推薦
（元ＰＴＡ会長）

新規

7 萩原　春美 地域住民
学校と地域との連携役として推薦
（教育ボランティア）

新規

8 横町　昭代 地域住民
学校と地域と家庭をつなぐ役として推薦
（元ＰＴＡ役員）

継続

9 国生　綾 地域住民
学校と地域と家庭をつなぐ役として推薦
（元ＰＴＡ役員）

新規

10 羽生　好幸 地域住民
学校と地域との連携役として推薦
（現本校校務員）

継続

11 佐々木　誠 保護者
学校と地域との連携役として推薦
（元ＰＴＡ会長）

継続

12 山下　昌紀 保護者
保護者代表として推薦
（現ＰＴＡ会長）

新規

13 松本　貴洋 保護者
保護者代表として推薦
（現ＰＴＡ副会長）

新規

14 前島　和美 学校運営に資する者
学校と地域との連携役として推薦
（元ＰＴＡ副会長、現ＯＢ会鳩和会副会長）

新規

15 松下　友子 校長 校長 継続

16 石橋　悟 教職員 教務主任 継続

川崎市立川中島小学校　学校運営協議会委員候補者名簿



Ｎｏ． 氏　　　　名 　選出区分 推薦理由（当該校との関わり等） 新規
継続

1 鈴木　美咲子 学校運営に資する者
学校と地域との連携役として推薦
（元ＰＴＡ会長）

継続

2 三ツ森　のり子 地域住民
学校と地域との連携役として推薦
（民生委員）

継続

3 荒井　美江子 地域住民
学校と地域との連携役として推薦
（元ＰＴＡ役員）

継続

4 金子　つる江 地域住民
学校と地域との連携役として推薦
（元ＰＴＡ役員）

継続

5 木暮　慎二 地域住民
学校と地域との連携役として推薦
（元ＰＴＡ会長）

継続

6 浜中　啓司 学識経験者
学校と地域との連携役として推薦
（元ＰＴＡ役員）

継続

7 村川　豊 保護者
保護者代表として推薦
（現ＰＴＡ会長）

継続

8 宮國　麻美 保護者
保護者代表として推薦
（現ＰＴＡ副会長）

新規

9 加藤　順也 校長 校長 継続

10 梶　康子 教職員 教頭 新規

11 小碇　早苗 教職員 教務主任（総括教諭） 継続

12 西澤　亮子 教職員 児童支援コーディネーター(総括教諭） 継続

13 進藤　りか 教職員 養護教諭（総括教諭） 継続

14 中本　淳子 教職員 総括教諭 継続

川崎市立東小田小学校 学校運営協議会委員候補者名簿



Ｎｏ． 氏　　　　名 　選出区分 推薦理由（当該校との関わり等） 新規
継続

1 長谷川　雅彦 地域住民
学校と地域と家庭をつなぐ役として推薦
（元ＰＴＡ会長　学校と地域との連携役として推薦
（元ＰＴＡ会長、南小会会長(ＰＴＡのＯＢ組織)））

継続

2 田中　英治 地域住民
学校と地域と家庭をつなぐ役として推薦
（元ＰＴＡ会長　南小会顧問）

継続

3 小泉　正敏 地域住民
町会代表として推薦
（神明町町会長）

継続

4 田辺　幸男 地域住民
学校と地域と家庭をつなぐ役（元ＰＴＡ会長）町
会代表（南幸町２丁目町会長）として推薦

継続

5 伊藤　健 地域住民
学校と地域との連携役（主任児童委員）学校と地
域と家庭をつなぐ役（元ＰＴＡ会長）として推薦

継続

6 黒田　俊夫 学識経験者
学校運営への助言者として推薦
（元中学校長）

継続

7 石井　雅之 地域住民
学校と地域との連携役として推薦
（元ＰＴＡ役員、南小会(ＰＴＡのＯＢ組織)）

継続

8 中原　敏子 地域住民
学校と地域との連携役として推薦
（民生委員）

継続

9 森田　由里 学識経験者
学校と地域との連携役として推薦(学区内診療施
設)

継続

10 河村　洋子 学校運営に資する者
学校と地域との連携役として推薦
（元ＰＴＡ会長、南小会(ＰＴＡのＯＢ組織)）

継続

11 中村　敬一郎 地域住民
学校と地域との連携役として推薦
（元ＰＴＡ会長)

新規

12 寺内　美春 地域住民
学校と地域との連携役として推薦
（元ＰＴＡ副会長)

新規

13 牛木　信宏 保護者
保護者代表として推薦
（現ＰＴＡ会長）

継続

14 笹岡　祐子 保護者
保護者代表として推薦
（現ＰＴＡ副会長）

新規

15 勝俣　久美子 校長 校長 新規

16 大窪　誠 教職員 教頭 新規

川崎市立南河原小学校 学校運営協議会委員候補者名簿



Ｎｏ． 氏　　　　名 選出区分 推薦理由（当該校との関わり等） 新規
継続

1 森田　邦夫 地域住民
町会代表として推薦
（八幡町会長・青少年指導委員）

新規

2 小笹　勝章 地域住民
学校と地域と家庭をつなぐ役として推薦
（元ＰＴＡ役員）

継続

3 相合谷　理 地域住民
学校と地域との連携役として推薦
（町会代表）

継続

4 石井　敬子 地域住民
学校と地域と家庭をつなぐ役として推薦
（主任児童委員）

継続

5 小金井　隆一 地域住民
町会代表として推薦
（町会役員）

新規

6 野村　博 地域住民
町会代表として推薦
（町会役員）

継続

7 生井　賢一 地域住民
学校と地域と家庭をつなぐ役として推薦
（元ＰＴＡ会長）

継続

8 金久保　雅也 学校運営に資する者
学校と地域と家庭をつなぐ役として推薦
（元ＰＴＡ会長）

継続

9 高橋　友紀 保護者
学校と地域と家庭をつなぐ役として推薦
（保護者・地域の寺子屋代表）

継続

10 岩渕　栄喜 保護者
学校と地域と家庭をつなぐ役として推薦
（ＰＴＡ役員）

継続

11 杉崎　大樹 保護者
学校と地域と家庭をつなぐ役として推薦
（ＰＴＡ役員）

新規

12 扇谷　江奈 保護者
学校と地域と家庭をつなぐ役として推薦
（ＰＴＡ役員）

新規

13 中西　憲子 校長 校長 継続

14 大泉　文人 教職員 教頭 新規

15 鈴木　美紀 教職員 教務主任 継続

川崎市立上丸子小学校 学校運営協議会委員候補者名簿



Ｎｏ． 氏　　　　名 　選出区分 推薦理由（当該校との関わり等） 新規
継続

1 夏秋　英房 学識経験者
学校運営への助言者として推薦
（國學院大學教授）

継続

2 米林　幸男 学校運営に資する者
学校と地域と家庭との連携役として推薦
（前父親の会代表）

継続

3 常富　千須 学校運営に資する者
学校と地域と家庭との連携役として推薦
（前生涯学習部会代表）

継続

4 溝井　くみ子 学校運営に資する者
学校と地域との連携役として推薦
（前PTA会長）

継続

5 大久保　晴美 地域住民
学校と地域との連携役として推薦
（土橋町内会３丁目理事）

新規

6 竹植　美和 地域住民
学校と地域との連携役として推薦
（土橋町内会５丁目前副会長）

新規

7 安藤　雅教 地域住民
学校と地域との連携役として推薦
（小台町内会副会長）

新規

8 塚本　猛 地域住民
学校と地域との連携役として推薦
（宮崎台小元PTA会長）

新規

9 石渡　雅浩 地域住民
学校と地域との連携役として推薦
（小台町内会在住）

新規

10 谷戸　大介 保護者
学校と保護者との連携役として推薦
（現PTA会長）

新規

11 掛上　さなえ 保護者
学校と保護者との連携役として推薦
（前PTA副会長）

継続

12 吉富　香奈子 保護者
学校と保護者との連携役として推薦
（現PTA副会長）

新規

13 栗原　哲 保護者
学校と保護者との連携役として推薦
（現保護者）

新規

14 室賀　俊二 校長 校長 継続

15 吉野　晶子 教職員 教頭 新規

16 伊藤　裕介 教職員 地域連携担当教職員、教務主任 継続

川崎市立土橋小学校 学校運営協議会委員候補者名簿



Ｎｏ． 氏　　　　名 　選出区分 推薦理由（当該校との関わり等） 新規
継続

1 水嶋　護 地域住民
学校と地域との連携役として推薦
（元ＰＴＡ会長)

継続

2 田島　清隆 地域住民
学校と地域との連携役として推薦
（元ＰＴＡ会長、同窓会副会長)

継続

3 小島 ひとみ 学校運営に資する者
学校と地域との連携役として推薦
(元主任児童委員)

継続

4 乾　充德 地域住民
学校と地域との連携役として推薦
(地域教育会議議長）

継続

5 本間　悦雄 地域住民
卒業生代表として推薦
（同窓会会長）

継続

6 石井　利也 地域住民
卒業生代表として推薦
（同窓会書記）

継続

7 上原　謙一 地域住民 学校と地域との連携役として推薦
同窓会代表幹事、教育懇話会会長(ＰＴＡＯＢ組織）

継続

8 古谷　幸男 地域住民
学校と地域との連携役として推薦
（元ＰＴＡ会長、教育懇話会(ＰＴＡＯＢ組織)

継続

9 宮路　京子 地域住民
学校と地域との連携役として推薦
（元ＰＴＡ会長、教育懇話会(ＰＴＡＯＢ組織)

継続

10 畔上　勉 地域住民
学校と地域との連携役として推薦
（元ＰＴＡ会長、教育懇話会(ＰＴＡＯＢ組織)

継続

11 田村 賢太郎 保護者
保護者代表として推薦
（現ＰＴＡ会長）

継続

12 深澤　惠 学識経験者
学校運営への助言者として推薦
（元中野島・川中島中学校長）

継続

13 岡島　広幸 学識経験者
学校運営への助言者として推薦
（元中野島中学校長）

継続

14 長谷川 雅之 校長 校長 新規

15 平井　和也 教職員 教頭 継続

16 石井 由紀子 教職員 教務主任 継続

川崎市立中野島中学校　学校運営協議会委員候補者名簿


