
学校運営協議会の設置等について 

１ 学校運営協議会の設置及び学校運営協議会委員の委嘱・任命 

（１） 南生田中学校区学校運営協議会 （・南生田小学校 ・南生田中学校 ） 

   設 置 日 ： 令和２年７月９日 

委 員 数 ： １９名 

   委員の任期 ： 令和２年７月９日 ～ 令和３年３月３１日 

（２）はるひ野中学校区学校運営協議会 （・はるひ野小学校 ・はるひ野中学校 ） 

設 置 日 ： 令和２年７月２２日 

委 員 数 ： ２４名 

委員の任期 ： 令和２年７月２２日 ～ 令和３年３月３１日 

（３）麻生中学校区学校運営協議会 （・麻生小学校 ・麻生中学校 ） 

   設 置 日 ： 令和２年９月９日 

委 員 数 ： ２１名 

委員の任期 ： 令和２年９月９日 ～ 令和３年３月３１日 

 ※「学校運営協議会設置申請書」（２・４・６ページ） 

※「学校運営協議会委員名簿」（３・５・７ページ） 

２ 根拠法令 等 

『コミュニティ・スクール・ガイド 2020「地域と共に歩む」』 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律  第４７条の５ 

川崎市学校運営協議会規則  第２・３・９・11 条 

川崎市学校運営協議会運営要綱  第４・６条 

   川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則 第４条 

「資料２」

「資料 1」



第１号様式(2）（第４条関係）

川崎市教育委員会 様

川崎市立南生田小学校

校長　小 澤 洋 一 印

川崎市立南生田中学校

校長　網 屋 直 昭 印

【申請理由】

学校運営協議会設置申請書

令和２年　６月２９日

　川崎市立南生田小学校、南生田中学校は、南生田中学校区学校運営協
議会の設置を申請いたします。

　南生田小学校、南生田中学校は、川崎市立学校として川崎教育プランの実現を
目指し、保護者や地域の協力を得て教育活動に取り組んでいます。特に、令和元
年度においては、南生田小学校では、川崎市教育委員会小学校理科教育研究推進
校として、南生田中学校では、川崎市教育委員会教育課題研究推進校及びキャリ
ア在り方生き方教育研究推進校として、児童生徒が「自主・自立」や「共生・協
働」の基本目標に向かうよう取組を進めてきました。
　そして、それらの取組を行う中で、９年間を見通した教育課程の編成について
研究を進めていく必要性を感じ、今年度においては、川崎市教育委員会小中連携
教育カリキュラム開発研究推進校として、「総合的な学習の時間」や「地域交流
活動」について研究を進めていこうと考えているところです。
　日頃より保護者や地域の協力をいただいているところを大きな力として捉えて
いる小中両校ではありますが、児童生徒がよりよく成長していくよう、保護者や
地域と学校が連携をし、持続可能な社会を構築していくことにつながる教育活動
を推進していくために、学校運営協議会の設置を申請します。



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 中村 龍一郎 地域住民 　栗谷町会役員 新規

2 渡辺　昭男 地域住民 　南生田町会役員 新規

3 運道　高之 地域住民 　民生委員 新規

4 岸　輝久 地域住民 　元南生田小学校ＰＴＡ会長 新規

5 根本　進 地域住民 　元南生田小学校ＰＴＡ会長 新規

6 星川　隆由 地域住民 　元南生田中学校ＰＴＡ会長 新規

7 仁平　利昭 地域住民 　元南生田中学校ＰＴＡ会長 新規

8 兒島　具英 保護者 　南生田小学校ＰＴＡ会長 新規

9 片野　貴人 保護者 　南生田中学校ＰＴＡ会長 新規

10 木村　浩美 保護者 　南生田小学校ＰＴＡ副会長 新規

11 一柳麻衣子 保護者 　南生田中学校ＰＴＡ副会長 新規

12 萩原　毅 学校運営に資する者 　元南生田小学校ＰＴＡ会長 新規

13 荒井　稔 学校運営に資する者 　元南生田中学校ＰＴＡ会長 新規

14 野村　麻紀 学校運営に資する者 　元南生田中学校ＰＴＡ副会長 新規

15 山田　和秀 学識経験者 　学識経験者　元南生田小学校校長 新規

16 小澤　洋一 校長 　南生田小学校校長 新規

17 網屋　直昭 校長 　南生田中学校校長 新規

18 川口　博之 教職員 　南生田小学校総括教諭 新規

19 和田　朝彦 教職員 　南生田中学校総括教諭 新規

20

21

22

23

24

令和２年度 川崎市 南生田中学校区学校運営協議会委員



第１号様式(2）（第４条関係）

川崎市教育委員会 様

川崎市立はるひ野中学校

校長　荒　井　伸　一 印

川崎市立はるひ野小学校

校長　栗　田　嘉　也 印

【申請理由】

学校運営協議会設置申請書

　川崎市立はるひ野中学校、はるひ野小学校は、はるひ野中学校区学校
運営協議会の設置を申請いたします。

はるひ野小・中学校は、平成２０年４月、川崎市で初めて小学校と中学校の校
舎を同一敷地内に合築し、小中の連携をより強めた教育実践をめざす「小中連携
校」として、誕生しました。校舎だけでなく、教育目標も小学校・中学校で共有
し、児童・生徒は全員、９年間を見通した教育課程と生活環境の下で育ちます。
本校では、開校以来「在り方生き方教育」（ハートフルはるひ野プラン）に基づ
く心の教育に取り組んでいます。心豊かな児童・生徒の育成を目指すこの取組
は、現在の「かわさき教育プラン」の重要な柱である「キャリア在り方生き方教
育」の先駆的な役割を果たしてきました。
　平成２９年度からの学校教育推進会議では、外部の委員を増やすと共に、児童
会や生徒会も年間活動計画や１年間のまとめ、いじめ防止の取組なども報告して
います。
　今年度は、開校１３年目にあたり、大規模化する中で様々な教育活動について
見直す時期に来ています。平成３０年度の学校教育推進会議で、「学校評価は、
教育課程の変わり目として大変重要となる。授業(学力向上)と小中連携は、不即
不離の関係にある。小中連携で行事を一緒に行うとともに、基本的な指導とし
て、本時のねらい、振り返り、意見を言うときは根拠や理由を説明するなど、授
業も同じスタイルでやる。９年間子どもが迷わない。」とのご意見をいただきま
した。それを重く受け止め、令和２年度「小中連携教育カリキュラム開発研究」
の指定をうけることとしました。
　主題　新たな伝統づくりに向けた「学校改善」と「小中連携教育」
　　　～一人ひとりの教育的ニーズに対応する「支援教育」の推進を通して～
「多様な学び場での学習支援」は、「すべての生徒が参加できる授業づくり、学
級づくり」と「学級内でできる個別の支援」の一次・二次支援から始まり、「わ
かる喜びを得られる個別学習(取り出し)」へと進めるもので、小中で共通する
「本校における学習のスタンダード」を目指す取組です。
　学校は、地域と無縁では存在し得ないものです。黒川・はるひ野の街で育った
子ども達が、この街で暮らし、この街を誇りに思い、この街を支えていく。本校
が地域の負託に応えるためになすべきことは、地域を愛し、地域を支えられる子
どもの育成であると考えます。これからも「地域とともにある学校づくりの推
進」を目指し、現在の学校教育推進会議をさらに発展させるため、「学校運営協
議会の設置」を申請します。

令和　２年　６月２９日



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 熊澤　明 地域住民 黒川町内会長 新規

2 杉本　秀治 地域住民 はるひ野町内会長 新規

3 松井　達也 地域住民 前はるひ野町内会長 新規

4 片柳　茂男 地域住民
黒川町内会民生委員
ソフトテニス部外部指導者

新規

5 梅澤　馨 地域住民
はるひ野町内会民生委員
柿生地区社会福祉協議会副会長

新規

6 洲藤　毅彦 地域住民
開校１０周年実行委員長
初代PTA会長、初代地域教育会議議長

新規

7 辻田　毅 地域住民
三楠会（PTAOB会）会長
元PTA会長

新規

8 市川　修 地域住民
元学校施設開放委員長
元PTA会長

新規

9 吉垣　君子 地域住民
麻生区主任児童委員部会会長
柿生地区社会福祉協議会理事

新規

10 中田　寿子 地域住民 はるひ野学区主任児童委員 新規

11 梶　稔 地域住民 元麻生区PTA協議会会長 新規

12 越畑　輝好 保護者 はるひ野小学校PTA会長 新規

13 梅沢　和久 保護者 はるひ野中学校PTA会長 新規

14 望月　久仁子 学校運営に資する者
はるひ野中学校区地域教育会議代表
元PTA副会長

新規

15 本　寛子 学校運営に資する者 前はるひ野中学校PTA副会長 新規

16 伊住　彰三 学識経験者
元鎌倉女子大学教授
元厚木市立中学校長

新規

17 大浪　よし子 その他 川崎市片平こども文化センター館長 新規

18 荒井　伸一 校長 はるひ野中学校校長 新規

19 栗田　嘉也 校長 はるひ野小学校校長 新規

20 秋山　香志 教職員 はるひ野中学校教頭 新規

21 秋山　直子 教職員 はるひ野小学校教頭 新規

22 渡邉　文子 教職員 はるひ野中学校教務主任 新規

23 三浦　美保 教職員 はるひ野小学校教務主任 新規

24 松田　研一 教職員 はるひ野中学校総括教諭 新規

令和２年度 川崎市 はるひ野中学校区学校運営協議会委員



第１号様式(2）（第４条関係）

川崎市教育委員会 様

川崎市立麻生小学校

校長　　　渡部　伸一　　　　　印

川崎市立麻生中学校

校長　　　大和田　徹　　　　 印

【申請理由】

学校運営協議会設置申請書

　川崎市立麻生小学校、麻生中学校は、麻生中学校区学校運営協議会の
設置を申請いたします。

令和2年7月31日

　○これまでも麻生中学校と麻生小学校は、毎年一回ずつ授業研究会を実施しています。
　　授業風景、生徒の様子を見学したり、情報交換を行ったりしています。地域の特色を踏まえ
　　て、9年間の義務教育で目指す児童・生徒像を共有し、それに向けた教育活動が実践できる。

　○地域教育会議主催の「日だまり大作戦」では、児童生徒、小・中学校の職員者、地域の方々
　　が、地域の公園を清掃し、その後、中学校校庭で生徒会中心でイベントを行ったり、ダンス
　　部や吹奏楽部がパフォォーマンスしたり、保護者や地域が協力的で毎年楽しみにしている。

　○地域行事として、毎年夏には、２校の児童生徒の居住地である２つの町会が夏祭りを小学
　　校と中学校の校庭で開催し、地域教育会議の各事業を含め、中学校区での取組が盛んな地域
　　であり、学校に対する期待も大きい。

　　　この地域の保護者は、子どもの教育に対して関心があり、また熱心である。小学校と
　　中学校がより一層連携をとり、保護者や地域住民からご意見やアドバイスをいただき
　　「開かれた学校」から「地域と共に歩む学校」へ転換していき、児童生徒を取り巻く課題を
　　解決していきたい。
　　　学校と地域と家庭が一体となって、これからの未来を切り開く子供たちの教育環境を充実
　　するために、学校運営協議会の設置を申請します。



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 斉藤　満 地域住民 万福寺町内会長 新規

2 伊藤　治　 地域住民 マイシティ-新ゆり町内会長 新規

3 渡辺　孝一 地域住民 山口台自治会長 新規

4 岩田　晴夫 地域住民 緑ヶ丘自治会長 新規

5 柴田　賢次 地域住民 新百合ヶ丘駅南町会長 新規

6 古澤　亘市郎 地域住民 古沢町内会長 新規

7 廣瀬　賢吾 地域住民 麻生中学校区地域教育会議議長 新規

8 和田　路子 地域住民 主任児童委員 新規

9 川田　きくの 地域住民 民生委員 新規

10 井上　久 地域住民 川崎青葉幼稚園理事長 新規

11 飯野　君男 地域住民 学識経験者（元市立中学校長） 新規

12 黒田　美枝 地域住民 教育ボランティアコーディネーター 新規

13 椎原　浩輔 保護者 麻生小学校PTA会長 新規

14 井上　華都也 保護者 麻生中学校PTA会長 新規

15 菊池　さやか 学校運営に資する者 麻生小学校PTA副会長 新規

16 片岡　朋子 学校運営に資する者 麻生中学校PTA副会長 新規

17 掛田　隆 その他 麻生子ども文化センター館長 新規

18 大和田　徹 校長 麻生中学校長 新規

19 渡部　伸一 校長 麻生小学校長 新規

20 軍司　匠 教職員 麻生中学校教務主任 新規

21 村山　淳 教職員 麻生小学校教務主任 新規

22

23

24

令和２年度 川崎市 麻生中学校区学校運営協議会委員


