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令和元年 ひぐみ学援隊前期懇談会報告 

令和元年５月２４日 

 

東汲沢小学校 学援隊  

令和元年度 活動計画 



本日の報告事項  

１． ひぐみ学援隊活動基本と体系について 
２． ひぐみ学援隊の組織について 
３． 令和元年度学援隊登録者数と見守り状況 
４． 令和元年度活動目標 
５． 令和元年度学援隊登録者数 
６． 令和元年度 主な活動計画 
７．  学援隊の皆様へ学習支援要請フロー 
８． 登下校時間帯の緊急変更と情報等の連絡について 
９．  ボランティア保険について 

１０. はたふり誘導での注意事項について 



１．ひぐみ学援隊活動基本と体系について  

・あくまでもボランティア活動 
・無理せず、できる範囲での活動 

・子どもたちに元気をもらう活動  （子どもたちとの元気な挨拶） 

・健康と交通事故に注意して活動 

・自らの健康維持につながる活動 （自らのライフスタイル） 

・地域まちづくりに貢献する活動  （地域住民との挨拶）（通学路点検） 

学援隊 
 ＰＴＡ本部 
ＰＴＡ校外委員 小学校 

地域町内会 ひぐみ共育くらぶ 

体系  

活動基本  

学校運営協議会 



隊長 

副隊長 

プライマル 
地区責任者 

踊場 
富士見丘 
ハイツ 

地区責任者 

明和 
警察公舎 
地区責任者 

平台 
地区責任者 

東急 
地区責任者 

宮の谷・睦 
地区責任者 

２．ひぐみ学援隊組織について  

東明会 
新明会 

くみさわハイツ 
地区責任者 

県団 
地区責任者 

   

 総隊員 
  ３名 

矢沢・戸塚 
地区責任者 

 総隊員 
  ２名 

 総隊員 
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 総隊員 
 １３名 

 総隊員 
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 総隊員 
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 総隊員 
  ８名 

 総隊員 
  １名 

 総隊員 
  ４名 

自治会 
見守り 
 ９名 

自治会 
見守り 
 ６名 

ＰＴＡ本部役員・校外委員 

小学校 

町内会・自治会 

共育くらぶ 

見守り・わんわん登録隊員数 ６２名（前年度＋６名） 

自治会見守り者数 １５名 

地区責任者会議 

前期・後期学援隊懇談会 

 令和元年度 

ひぐみ学援隊は平成２０年に設立です。 

ひぐみ学援隊は９地区で構成 



３．令和元年度 学援隊登録者数と見守り状況 

１. 学援隊区分別登録者数（５月１日） 

２. 登下校の見守り状況 

  登校時 １９個所   下校時 ７個所 

３. わんわんパトロ－ル 

朝、夕方 犬の散歩しながら道路・公園等のパトロール  

区  分 登録者数 前年度 差異（対前年） 

 登下校見守り ３７ ３４ +３ 

ワンワンパトロ－ル ２８ ２２ +６ 

単位：人 

登下校見守り登録者、わんわんパトロール登録者は増加 

地域と連携した見守り活動を推進 

校区町内会・自治会と連携 

「安心して暮らせるまち」づくり 



４．令和元年度 主な活動計画 

１. 登下校の見守り・わんわんパトロールの実施 

３. 学校支援活動計画 （見守り・安全活動支援）    

２．スク－ルゾ－ン不安全個所の指摘と改善提案 

①生活科 「学区探検」 １年生                   ・５月２９日、６月１１日、６月２１日   
②生活科 「ひぐみの町をたんけんしよう 」 ２年生     ・５月３０日、６月４日、６月１０日、６月１２日 
③社会   「ひぐみのまち調査隊」 ３年生                               ・５月８日、５月１６日、５月２３日 
④全校オリエンテーリング  踊場公園             ・６月１９日 
⑤社会科  印刷工場見学 ４年生                                           ・１１月 
⑥遠足  「野毛山動物園」 １年生                     ・１１月６日 
⑦遠足  「江ノ島水族館」   ２年生                       ・９月２７日 
⑧ひぐみオリンピック                        ・１０月２６日  
⑨ひぐみ風の子フェスティバル                  ・１２月１４日  
    



５. こども達との交流会に参加 １１月、１２月初旬予定  

８. 通学時間帯交通量調査（年１回）１１月実施予定 

交通量が多い通学路の交通量調査  ７ヶ所➡丘の上保育園前、寿司雅お店前交差点を追加 

９. 校外委員と学援隊隊長懇談会   ２回／年  

定例の校外委員会に１回／期参加して、情報交換を実施 

「１年生と昔遊び等交流会」、「２年生と給食交流会」に参加 

４.  地域まちづくりを町内会と連携しての活動   
地域まちづくり連絡会への参加 学援隊員と町内会長・町内会防犯部との連携しての活動 

６. はたふり講習会に参加 （５月２１日） 学援隊員３名参加  

令和元年度も交通量の多い道路での新規学援隊員、見守り隊員が参加（森田さん、川崎さん、石橋） 

７. 交通安全教室の支援    （６月７日予定）   

「１年生正しい歩行」   「４年生安全な自転車の乗り方」  旗振り 実演を検討 



５．令和元年 活動目標 

１．交通事故（登下校中） 
    目標  ０件 
２．不審者情報等に対する対応 （学校・学援隊・地域）  
    迅速な対応、情報の連絡徹底と共有化 
     「まちこみアプリの有効活用」  
３．登下校見守り中の学援隊員災害事故 
    目標  ０件 
４．無理をしないで自分に出来る範囲で楽しい活動 



② 学習支援活動 引率依頼 

学援隊懇談会・安全教室・運動会巡視・給食懇談会・下校訓練・昔遊び等・どんぐり、マツボックリ収集等 

① 小学校➡個別に学援隊の皆様へ要請依頼 

小学校 

ひぐみ共育くらぶ 

学援隊長 

地区責任者 

隊員 

支援要請フロ－ 

６． 学援隊の皆様への学習支援要請フロー 

（学校から学習支援の要請） 

（要請内容でコ－ディネ－トする） 

（要請内容で地区責任者へ人選依頼） 

（地区内で協力依頼し名簿提出） 

要請 

要請 

要請 

要請 

回答 

回答 

回答 

回答 

【リクエストシ－ト見本】 

教科・単元名 

申し込み学年 

活動場所 

実施予定日時 

必要人員 

実施事項とサポ
－トのポイント 

回答希望日 

回答日 

リクエストシ－ト 



７． 登下校時間帯の緊急変更、情報等連絡について 

① スマートフォンの方はマチコミアプリ登録利用で共有化。 

② マチコミアプリ利用されない方  メール又は電話にて連絡 

③ 地区責任者から登下校見守り者へ個別連絡（連絡網等） 
                     ①と②で連絡不可の場合   

 ・小学校から保護者と同じタイミングで連絡 
   ・現在のマチコミアプリ登録者数１５名 更に登録依頼する。   

８． ボランティア保険について 

活動中の怪我や事故に対して、横浜市民活動保険の補償が受けられます。 



通学路 はたふり誘導ハンドブック（横浜市発行）を参照 

 ９． はたふり誘導について注意事項 

注意事項 

１．自分の身も守る 

２．自動車に指示しない 

３．感謝の気持ちを持つ 

４．大型車は止めない 

車道に出ない事が原則、やむを得ず車道に出る場合はバイクに注意 

横断旗には自動車を止める強制力はありません 

協力してくれた運転手に、会釈するなど感謝の気持ちを伝えましょう 

大型車の後続車が前方を確認できずに追い越しての事故につながる 

はたふり誘導ハンドブックより抜粋 

こどもの特性のポイント 

こどもの交通事故防止するために、こどもの特性を十分に理解しておくことが重要です。 

こどもの目線で教えること 予想もつかない行動する。 （ひとつの事に集中すると他の事が目にいらない） 



１０． はたふりの実技 

〇誘導者の立ち位置 
〇横断旗の使い方 
  ・児童を待たせるとき 
    ・車にとまってもらうとき 
      ・児童を横断させるとき 
      ・児童が横断し終わったら 

ポイント 注意事項 

●あわてない 
 児童がたまってしまっても慌てず行動 
 児童の安全第一 
●大きく、はっきりと 
 緩慢な動作はたいへん危険 
 わかりやすく、大きく、はっきりと、てきぱくと 
●呼吸をあわせて 
 二人ひと組で行う場合は、児童が待っている 
 側が主導権を持ち、旗を動かすとき声で合図 
 し呼吸を合わせる 
 

画像を見てはたふり実技 



終 
学援隊活動に今年も宜しくご協力をお願いします。 
学校・ＰＴＡ・地域との連携した活動としましょう。 


