令和 4 年 7 月２０日
市川市立第四中学校ブロック関係者の皆さま

～第四中ブロックの地域団体と学校の情報交換会～
「地域とともにある学校づくり交流会」7/13 報告と
地域の夏休みイベント紹介

市川市第四中学校ブロック
地 域 学 校 協 働 本 部
地域学校協働活動推進員

【地域とともにある学校づくり交流会】
・第四中ブロックの地域団体関係者代表と学校の情報交換会として「地域とともにある学校づくり交流会」
を学校運営協議会と第四中ブロック地域学校協働本部合同で第四中学校体育館に於いて開催致しました。
・交流会には、各校の学校運営協議委員、自治会、町会、子ども会、民生委員、青少年相談員、少年補導員、
同窓会、各学校ボランティア、第四中学校教職員など 55 名の方にご参加頂きました。コロナ感染症が落
ち着きましたら、交流会の参加枠を広げ、もっと多くの皆さまとご一緒に交流会を開催させていただきま
すのでお待ちください。

＜学校運営協議会＞
① 学校職員紹介
第四中学校ブロック校
☆第四中学校☆

☆中山小学校☆

☆若宮小学校☆

＊当日の様子＊

役職

先生のお名前
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校長

新部（にべ）操

今年度より着任

教頭

山崎

美奈子

着任３年目

生徒指導

宮崎

隼人

着任４年目

地域連携主任

野崎

公児

着任５年目

校長

松永 裕思

着任 2 年目

教頭

堤 亜里沙

今年度より着任

地域連携主任

松本 邦宏

着任３年目

校長

棚澤 恵子

今年度より着任

教頭

三田村 明洋

着任 2 年目

地域連携主任

五関 賢太

着任 5 年目

② 三校の取り組みについて
令和 4 年度

第四中ブロック小・中連携教育活動

全体構想（案）

学校💛学校運営協議会💛地域学校協働本部

基本方針
「9 年間を通して子どもたちを育てる」
連携の柱
基本方針を共有し、小学校・中学校それぞれの取り組みを尊重しながら、
情報交換や交流活動を軸に、9 年間を通じて系統的な実践を図っていく。

基本的な活動
◎情報交換
小学校から中学校への接続を円滑に行い、児童生徒にとって効果的な教育活動を行う
ことができるように、現在行われている教育活動の点検や見直しを図る。

■ブロック校長会
年間 10 回実施（月 1 回）
■連携協議会・校長、教頭、教務
年間 3 回以上（学期 1 回）

■連携協議会・専門部門
➀学力向上
②特別支援教育
③人権意識向上
④図書館教育
⑤理科研修センター連携

8 月/年度末
⑥安全
⑦健康教育
⑧英語教育
⑨道徳
⑩キャリア教育

◎児童生徒の交流活動
「自己有用感」が獲得できるような交流活動を行い、自ら進んで他者や社会と関わろ
うとする気持ちを醸成する。

■学校間の交流活動内容
➀サイエンスパーク 理科作品展発表会
②イエローリボン運動
③小学校の中学校訪問
④合同引き渡し訓練
⑤小学校への読み聞かせ運動

■地域行事
➀夏祭り
②凧揚げ大会
③ひな祭り

◎地域学校協働本部=学校と地域をつなぐパイプ
➀おはよう運動
④かけこみ 110 番
②下校見守り隊
⑤自治会、子ども会、施設開放団体
③防犯パトロールプレートの装着
等を通じた子どもたちの活動の場

③ 各校の様子
☆第四中学校☆
・体育祭や生徒総会など大きな行事では、3 年生を中心に生徒主体でよく頑張っています。生徒たちは
落ち着き前向きに日常生活を送り、制服・校則の改革を生徒会中心にこれから考えていくところです。
実際に試しているのは、ポロシャツの導入。熱中症対策で 9 月末までは体操服のシャツ出しを OK に
しています。SNS 関連トラブル対策に警察の方から 7 月 19 日に講話してもらいます。

☆中山小学校☆
・１１１名の新入生、１９名の新しい教職員を迎え、新年度をスタートしました。5 月２８日に運
動会、6 月 29 日には地域の方を招き「ふれあい道徳」を行いました。コロナ禍ですが、できるこ
とをできる形で行っています。中山小は、自然豊かで生き物とたくさん触れ合えることが魅力の
一つです。今年は１４０周年の記念の年。現在、6 年生が中山小の歴史を探っています。

☆若宮小学校☆
・コロナ禍ではありますが、感染症対策、熱中症対策を十分に行い、運動会や授業参観、宿泊学習
など様々な活動を行うことができました。子供たちは、行事や異学年交流に意欲的に取り組んで
います。登下校の歩き方や、放課後の過ごし方を重点に指導を行っています。引き続き見守りを
よろしくお願いします。

＜地域学校協働本＞
④ 地域の様子…市川少年センターよりご報告いただきました
・令和 3 年度の市内不審者状況件数 230 件、被害人数 465 人となり、前年度より若干減少。多い行為は
「声かけ」80 件、
「つきまとい」42 件、
「不審者」「盗撮」各 31 件、
「露出」23 件、
「暴力行為」12
件でした。第四中ブロックでは、不審者 7、声掛け７、つきまとい 2 件が発生しました。
・令和 4 年度（4～5 月）の市内不審者状況件数 28 件、被害人数 46 人と昨年同月（48 件）と比べ減少し
ています。第四中ブロックでは、声掛け１、つきまとい１が発生しています。
・悩みを抱えている児童生徒へのセーフティネットの役割を果たすことを目的にネットトラブル防止出張授
業・研修などの実施や SNS を活用した相談窓口「悩み相談＠いちかわ」の紹介もありました。

⑤ 地域学校協働本部の取り組みについて
・中学校ブロック単位に設置されている地域と学校のための応援団です。教育委員会から委嘱された地域学
校協働活動推進員を中心に学校のニーズを引き出し地域のネットワークを活用して様々な教育活動や地
域活動をサポートする地域と学校をつなぐ機能を担う組織です。
＜本年度推進員＞第四中：湯浅国匡 中山小：松浦ゆか 若宮小：石原清孝 佐野大造 統括：神野和江
・学校と地域の情報をとりまとめ、子供たちに関心を持ち、子供たちにとって良い環境を作り、地域全体
が暮らしやすく、地域の活性化につながるようにという願いを込め、コミュニティカレンダーの作成をして
います。本部の取り組みについてご興味のある方はお問合せ下さい。仲間を募集しています。問い合わ
せ先は、各校教頭先生まで。お待ちしております。
・地域学校協働活動として行う活動の中でケガ、賠償責任についての保険は加入済みとなってい
ます。もしもの時の保険利用の為、事前に活動される方を把握していることが条件です。
市川市立第四中学校ブロックボランティア登録申込書を作成しました。地域ボランティア活動の
前
に登録をお願い致します。用紙は各校（教頭先生経由）に置かせていただきます。
＊既に活動されている方も各校での把握となっており、保険対象者ですが登録申込書にご記入
お願い致します。
・子供たちの見守りの際に腕やカバンに付けていただく第四中ブロックでお揃いの目印と
なる地域活動アイテムを作成します。こちらは、市川市立第四中学校ブロックボランティア
登録申込書の申し込みをされた方にお渡し致します。
（写真はイメージです。）アイテムが完成
次第、改めて地域の皆さまに登録申込と地域活動アイテムのお知らせをさせていただきま
す。このアイテムは教育委員会学校教育部学校地域連携推進課から提供されます。
・毎年、学校側は教職員異動などがあり、お互いをつなげる役割として、地域学校協働本部が窓口
となります。ご連絡（報告、連絡、相談「報連相」
）は、地域学校協働本部があります第四中学
校へまずご連絡下さい。基本 FAX を頂けると助かります。
・第四中ブロックは既にいろいろと活動してくださっていますが協働するためのネットワークづくりで地域力
をさらに深め、無理のない楽しい活動につながればと考えております。

⑥ 地域学校交流会
・グループトークのお題は３つ。参加された方から多くのご意見、ご感想を
頂きました。一部をランダムに抜粋し掲載いたしました。
全ての情報は地域と学校間で情報共有を行い熟議いたします。

➀私たちの地域は、何ができているのか ＜確認＞ … みどり付箋
【安全】登下校の見守り あいさつ運動 合同引き渡し訓練 かけこみ 110 番プレート掲示
【学習】サイエンスパーク 職場体験の受け入れ・講話 体験講座の講師・補助 まなびクラブ
読み聞かせ 保育体験 ふれあい道徳講話 体験学習の補助 花ボラ花壇のラベンダー摘み
【環境整備】子供たちに関わる地域の力が強い 花壇の整備（花ボラ） 草取り 清掃活動
学校の整備 学習の教材化 通学路の整備 体育祭・運動会の手伝い
【生活】部活動補助 メールデリバリー ラジオ体操（自治会・子ども会）
【地域団体】夏祭り・中山おひな祭りなどボランティア・作品依頼をしている 公民館イベント
子ども会（運動会などイベント） 毎月児童委員会にて先生から学校の様子を聞いている
【その他】気付いた事など意見交換する場を定期的に設けられている
縦と横の顔のつながりかけている 学校だよりを回覧で回している
など

②私たちの地域と学校は、何ができるか ＜提案＞ … きいろ付箋
地域の行事、活動等にもっと学校も関わっていけるとよいと思う 出前授業可 新聞教育
公民館のサークルの方が学校に入って授業を行う（習字の授業とか） 学校の整備
小学校、中学校の交流をしてほしい 交流の機会を増やして、地域と学校を繋げていく
地域の人材を学校の教育にもっといかせないか あいさつ・清掃など地域が一緒にする など

③地域の子供たちの様子や望むこと

… ピンク付箋

地域活動への積極的な参加 地元を、出身校を大切にする「地元愛を持っている」
人の悪い所を批判するのではなく、人の良い所をほめる優しい子供たちになってほしい
個性を大切にしてほしい 多くの子供たちが公園等を使って、楽しく遊んでいる
自分の力を人のために使える人になってほしい 校内は落ち着いた学びをしている
下校時、おしゃべりが多く車への注意がおろそかになっている児童を見かける

【地域の夏休みイベント紹介】
団体名

ラジオ
体操

＊コミュニティカレンダーを作成した際（6 月下旬）の情報です。

期間

開催場所

高石神子ども会（高石神自治会）

8 月 1 日（月）～ 8 月 5 日（金）

中山子ども会（中山町会）

7 月 25 日（月）～ 7 月 29 日（金）

安房神社

7 月 25 日（月）～ 7 月 29 日（金）
8 月 22 日（月）～ 8 月 26 日（金）
中止（公園閉鎖の為）
未定
中止
なし

若宮児童公園
（予定）
—
—
—
—

若宮 3 丁目町会
北方１丁目自治会
北方中央自治会
本北方 1 丁目自治会
千足町会
富士見台自治会

盆踊り

など

中山町会
鬼越町会
若宮１,２,3 丁目上町合同町会
北方中央自治会

高石神社

境内

7 月 21 日（木）～ 7 月 30 日（土）

湯浅駐車場

今年も中止になりました
コロナのため中止
8 月 27 日（土）～ 8 月 28 日（日）
中止

—
—
若宮小学校
—

＊変更になる場合があります。掲示板や団体のお知らせなどをご確認下さい。

